
おもに体の調子をととのえる 蛋白質

たんぱく質 無機質 ビタミン類 炭水化物 脂質 kcal g

つくね つくね　ひよこまめ 牛乳 たまねぎ パン　 米油

さといもフライ ベーコン あおのり にんじん　パセリ さといも　でんぷん

コロコロスープ／りんごジャム じゃがいも　ジャム

豚キムチ ぶた肉　とり肉 牛乳 白菜キムチ　にんじん　たまねぎ 米　麦　さとう 米油　ごま油

ナムル みそ　 わかめ しょうが　こまつな　たけのこ ごま

わかめスープ きくらげ　白ねぎ　大豆もやし

肉じゃが ぶた肉　たまご 牛乳 たまねぎ　にんじん　しょうが 米　じゃがいも　さとう 米油　ごま

だしまき卵 平天 キャベツ　ほうれん草 糸こんにゃく　

ごまあえ

背割りパン チリビーンズドッグ ウインナー 牛乳　 たまねぎ　にんじん　ピーマン パン　でんぷん 米油

ポタージュ ベーコン にんにく　しょうが　トマト さとう　じゃがいも

ミルメーク 大豆 ミルメーク

さばの味噌煮 さばみそ煮　ぶた肉 牛乳 えのきたけ　にんじん　ほうれん草 米　じゃがいも　さとう 米油

揚げじゃがいものそぼろ煮 とうふ　かまぼこ でんぷん　

すまし汁

黒糖パン ニョッキのトマトソース和え ぶたひき肉　 牛乳 にんにく　トマト　たまねぎ　エリンギ 黒糖パン　さとう 米油　オリーブ油　

豆乳みそスープ ぎゅうひき肉　 にんじん　コーン　青ねぎ ポテトニョッキ　小麦粉 バター

★フルーツナタデココ 豆乳　みそ　ﾍﾞｰｺﾝ パイン(缶)　黄桃(缶)　みかん(缶) ナタデココ

甘だれいため とり肉 牛乳 白ねぎ　たけのこ　ﾊﾟﾌﾟﾘｶ(赤)　にんじん米　麦　でんぷん　 米油　ごま油

無限ピーマン ぶた肉 しおこんぶ エリンギ　チンゲンサイ　たまねぎ さとう　はるさめ ごま

春雨スープ／ブルーベリーゼリー しょうが　にんにく　ピーマン ブルーベリーゼリー

お好み焼き風卵焼き とり肉　ぶたひき肉　牛乳 にんじん　えだまめ　キャベツ 米　さとう　こむぎこ 米油　

ひじきの煮物 豚肉　たまご　 ひじき たまねぎ　だいこん　ごぼう とんかつソース

豚汁 みそ　平天　油揚げ あおのり 青ねぎ

煮込みハンバーグ ハンバーグ　 牛乳 マッシュルーム　トマト　キャベツ パン　さとう　でんぷん オリーブ油　

ジャーマンポテト ウインナー たまねぎ　にんじん　コーン　パセリ じゃがいも　

野菜スープ ベーコン にんにく　セロリ

八宝菜 ぶた肉　えび　いか 牛乳 はくさい　たまねぎ　たけのこ 米　でんぷん　さとう 米油　ごま油

春巻き はるまき にんじん　きくらげ　しょうが　ｺｰﾝ でんぷん　 ドレッシンク゛

大根サラダ にんにく　だいこん　パプリカ(赤)

カレーうどん 牛肉　油揚げ 牛乳 たまねぎ　にんじん　青ねぎ パン　うどん　 米油　カレールウ

ソテー ウインナー キャベツ　ほうれん草　コーン お米のタルト バター　

お米のタルト

ユーリンチー とり肉　ぶた肉 牛乳 白ねぎ　たまねぎ　にんにく しょうが 米　麦　さとう 米油　ごま油

ツナサラダ ツナ(まぐろ) はくさい　たけのこ　にんじん　ｺｰﾝ ドレッシンク゛

ワンタンスープ ワンタン 干ししいたけ　キャベツ　パプリカ(赤)

さんまのおかか煮 さんま　かつお節 牛乳 キャベツ　こまつな　にんじん 米　こんにゃく ごま

おひたし 肉だんご　ぶた肉 だいこん　たまねぎ　しょうが　にら

ちゃんこ汁 油揚げ

小松菜ぎょうざ ぎょうざ 牛乳 こまつな　キャベツ　パプリカ(赤) パン 米油

中華サラダ サラダチキン コーン　チンゲンサイ　たけのこ ドレッシンク゛

きくらげスープ ぶた肉 白ねぎ　にんじん　きくらげ

さわらのゆずあんかけ ぶた肉　さわら　 牛乳 切干しだいこん　だいこん　にんじん 米　でんぷん　さとう ごま油

切り干し大根の煮物 とうふ　平天 干ししいたけ　青ねぎ　ゆず さといも　こんにゃく

のっぺい汁

鶏肉の照り煮 とり肉 牛乳 ごぼう　れんこん　にんじん パン　さとう　でんぷん マヨネーズタイプ

シャキシャキサラダ ウインナー たまねぎ　だいこん　パセリ じゃがいも ごま

ポトフ

豚肉の生姜焼き ぶた肉　 牛乳　 たまねぎ　にんじん　ピーマン 米　麦 米油

おかか和え かつお節 しょうが　はくさい　しろな さとう　でんぷん

しろ菜のみそ汁 油揚げ　みそ えのきたけ

すき焼き とり肉　焼きとうふ 牛乳 はくさい　しいたけ　たまねぎ 米　糸こんにゃく　麩 米油　ごま

いかナゲット いかナゲット ちりめんじゃこ 白ねぎ　 さとう　

手作りふりかけ かつお節

野菜ラーメン ぶた肉　 牛乳 たまねぎ　キャベツ　コーン　にんじん パン　中華めん 米油

しゅうまい しゅうまい もやし　青ねぎ　にんにく　りんご

りんご

★根菜カレー ぶた肉　 牛乳 たまねぎ　れんこん　にんじん　 米　さとう 米油　カレールウ

コールスローサラダ ヨーグルト にんにく　りんご(ピューレ)　キャベツ マヨネーズタイプ

ヨーグルト スキムミルク コーン　ごぼう　トマト

揚げパン ふわふわ卵とほうれん草のソテー きなこ　ウインナー 牛乳 パプリカ(赤)　ほうれん草　たまねぎ パン　グラニュー糖 米油　オリーブ油　

ミネストローネ たまご　ベーコン にんじん　トマト じゃがいも　さとう

大豆

ビビンバ 牛肉　 牛乳 大豆もやし　にんにく　しょうが　 米　麦　さとう ごま油　ごま

トック たまご にんじん　ほうれん草　はくさい トック　

かぼちゃのプリン 白ねぎ　 かぼちゃプリン

* 「麦」・・・麦ごはん，　「減」・・・減量パンまたは減量ごはんをあらわしています。

27 火 799 29.8

28 水 852 23.0

29 木 745 27.0

30 金 808 26.8

 ※ 栄養価（エネルギー、たんぱく質）は平均値を記載しています。 * 『マヨネーズ(タイプ)』とは、たまごを含まないマヨネーズ風味ドレッシングです。

 ※ 都合により給食内容を変更することがあります。

26 月 876 37.6

22 木 750 31.7

23 金 740 26.0

21 水 749 30.3

16 金 828 31.3

19 月 837 29.7

15 木 894 28.9

ミルメーク 

20 火 744 32.0

12 月 816 31.8

13 火 768 30.5

14 水 839 27.2

8 木 871 28.1

9 金 753 23.2

6 火 861 30.8

7 水 886 32.4

28.4

おもにエネルギーのもとになる

1 木 733 24.2
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日
献　　立　　名 使 わ れ て い る 食 品 の は た ら き 栄養価

主食 牛乳 副　　食
おもに体をつくるもとになる

2 金 775 27.9

5 月 802

減 

10月 大和高田市学校給食献立

エネルギー 

麦 
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減 

麦 

麦 

麦 

旬（しゅん）の食べもの 

さつまいも 
さんま しめじ さといも 

今月のカミカミメニュー 
８日   フルーツナタデココ 

 

２８日   根菜カレー 

 10月10日は「目の愛護デー」です。

目が疲れると頭痛や肩こりなどの症

状を招くことがあります。遠くを見

るなどして目を休ませるほか、日頃

から栄養バランスのよい食事をとり、

疲れ目に効果的な食べ物を積極的に

食べるようにしましょう。 

  ブルーベリー 

目によい食べ物を 

食べましょう 

  

レバー にんじん うなぎ 

減 

減 


