
おもに体の調子をととのえる

たんぱく質 無機質 ビタミン類 炭水化物 脂質 kcal g

肉じゃが ぶた肉　平天 牛乳　塩こんぶ たまねぎ　にんじん　えだまめ 米　じゃがいも 米油　ごま

だし巻きたまご だし巻きたまご しょうが　キャベツ　片平あかね こんにゃく　さとう ごま油

あかねこんぶ炒め

豆腐ハンバーグ きのこソースがけ 豆腐ハンバーグ 牛乳 しめじ　エリンギ　こまつな 米　さとう　 米油　ごま

じゃこピーマン 油あげ ちりめんじゃこ ピーマン　にんじん　だいこん でんぷん　さといも ごま油

のっぺい汁 こんにゃく

あんかけうどん ぶた肉 牛乳 たまねぎ　はくさい　にんじん パン　うどん 米油　ごま

ごぼうサラダ 青ねぎ　土しょうが　にんにく でんぷん マヨネーズタイプ

大豆チョコマーガリン 干ししいたけ　ごぼう　れんこん 大豆チョコマーガリン

チヂミ ぶた肉　たまご 牛乳 たまねぎ　ピーマン　にんじん 米　麦　チヂミ 米油　ごま油

チャプチェ ハム にんにく　コーン　チンゲン菜 はるさめ　さとう

スーミータン でんぷん

おでん とり肉　厚あげ　ぶた肉 牛乳 だいこん　れんこん　ごぼう 米　こんにゃく ごま　ごま油

根菜ピリッと炒め 平天　ちくわ　みそ にんじん　 じゃがいも　さとう

いわしハンバーグ いわしハンバーグ

ナン 大豆入りキーマカレー とり肉　ぶた肉 牛乳 たまねぎ　にんじん　エリンギ　三度豆 ナン じゃがいも カレールゥ　米油

マセドアンサラダ/オニオンスープ 大豆 スキムミルク セロリー　にんにく　しょうが　コーン マヨネーズタイプ

フローズンヨーグルト フローズンヨーグルト きゅうり　グリンピース

わかめごはん さばの照り焼き さば　ぶた肉 牛乳　わかめ はくさい　こまつな　だいこん 米　さといも ごま

白菜のごま和え 油あげ　みそ ごぼう　青ねぎ　にんじん

かす汁

ポークチャップ ぶた肉　とり肉 牛乳 たまねぎ　にんじん　ピーマン パン　さとう 米油　バター

花野菜のサラダ かつお節 エリンギ　ブロッコリー じゃがいも ごま

クリームシチュー カリフラワー　ほうれん草

ちくわもみじ揚げ ちくわ　とり肉 牛乳 にんじん　れんこん　ごぼう　 米　麦　小麦粉 ごま　米油

筑前煮 油あげ　みそ たまねぎ　えのきたけ　しろな こんにゃく

しろなのみそ汁 さといも　さとう

中華丼 ぶた肉　えび　いか牛乳 はくさい　たまねぎ　たけのこ 米　さとう 米油　ごま

サラダ ハム にんじん　しょうが　にんにく でんぷん ドレッシング

大和の柿 きくらげ　もやし　きゅうり　柿

ミートボールスパゲッティ ミートボール 牛乳 たまねぎ　にんじん　ピーマン　にんにく パン　小麦粉 バター

グリーンサラダ ぶたひき肉　 マッシュルーム　しょうが　コーン スパゲッティ ドレッシング

アプリコットシャム トマト　パセリ　きゅうり　キャベツ アプリコットジャム 米油

さんまの甘露煮 さんま　ぎゅう肉 牛乳 にんじん　かぼちゃ　たまねぎ 米　こんにゃく ごま　米油

★茎わかめの五目煮 ベーコン 茎わかめ えのきたけ　青ねぎ さとう

みそ汁 みそ
赤飯(アルファ化米) 大和野菜の和風ミンチカツ 小豆　ミンチカツ 牛乳 だいこん　ごぼう　にんじん　キャベツ アルファ化米 米油　ごま

おかか和え/けんちん汁 豆腐　かつお節 干ししいたけ　青ねぎ　ほうれん草 さといも　こんにゃく

フルーツ白玉 黄桃缶　みかん缶　パイナップル缶　梨缶 白玉　さとう

きのこと厚揚げチャンプルー 厚あげ　たまご 牛乳　ひじき しめじ　エリンギ　青ねぎ 米　麦　さとう ごま油　ごま

ツナひじき煮 ぶた肉　ツナ にんじん　たまねぎ　だいこん　 さつまいも 米油

さつま汁 平天　みそ ごぼう　白ねぎ

あげパン 鶏肉と根菜のさっぱり煮 きなこ　とり肉 牛乳 ごぼう　にんじん　白ねぎ パン　グラニュー糖 バター　米油

かぶのスープ ベーコン　豆乳 しょうが　かぶ　たまねぎ さとう　ゼリー

プチゼリー（洋梨） はくさい

小松菜カレーライス ぶた肉　ツナ 牛乳　昆布 たまねぎ　にんじん　こまつな 米　じゃがいも 米油　

元気サラダ かつお節 スキムミルク にんにく　トマト　りんご ドレッシング

ヨーグルト ヨーグルト キャベツ　きゅうり　赤パプリカ カレールゥ

ピザ風サンド ぶたひき肉　とり肉牛乳 赤パプリカ　トマト　だいこん パン　小麦粉 マヨネーズタイプ

コールスローサラダ 牛ひき肉 チーズ マッシュルーム　ピーマン　キャベツ じゃがいも

ポトフ にんじん　コーン　たまねぎ　えだまめ さとう
さつまいもごはん 炒り豆腐のつつみ焼き 炒り豆腐のつつみ焼き 牛乳 ごぼう　れんこん　にんじん 米　さつまいも ごま　米油

きんぴらごぼう ぶた肉　油あげ だいこん　青ねぎ さとう　こんにゃく

豚汁 みそ

ししゃもの天ぷら ししゃもの天ぷら 牛乳 にんじん　三度豆　えのきたけ 米　さといも 米油

さといもの煮物 とり肉　みそ にら　しょうが さとう

にらたまスープ ぶた肉　たまご

*栄養価（エネルギー、タンパク質）は平均値を記載しています。 *『麦』…麦入りごはん、『減』…減量パンまたは減量ごはんを表しています。

*都合により給食内容を変更することがあります。　　　 *『マヨネーズ(タイプ)』には、たまごは入っていません。
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大和高田市学校給食献立表 

エネルギー 蛋白質 

麦 

麦 

減 

麦 

 2013年にユネスコ無形文化遺産に「和食；日本人の伝統的な食文化」が登

録されました。これは、日本人の <自然を尊重した食に関する社会的慣習> が認

められたものです。 

 「和食の日」は世界遺産登録をきっかけに、日本の伝統的な食文化について

見直し、和食文化の保護・継承の大切さについて考える日として制定されまし

た。和食の特徴として、下記の４点を挙げています。 

◆多様で新鮮な食材とその持ち味の尊重 

◆健康的な食生活を支える栄養バランス 

◆自然の美しさや季節の移ろいの表現 

◆正月などの年中行事との密接な関わり      

 

いい   にほんしょく 

 
ｶﾐ   

  ｶﾐ  

 11月9日までの給食は、読書週間にちなんで、本の中のお話に出て 

くる料理、食材を献立に取り入れています。 「これは何の本に出てき 

た食べ物かな？」掲示資料や当日の給食時の放送等で本の紹介をする 

予定です。 

お子さんといっしょに“本に出てくる食べ物さがし”をしてみません

か？ 

１０月２７日～１１月９日は全国読書週間

です。 

減 

読書週間 

読書週間 

読書週間 

読書週間 

読書週間 

 気温の変化が大きく、体調もくずしやすくなります。インフ

ルエンザやかぜを予防するためには、外から帰った時の手洗

い・うがいをしっかりと行い、栄養バランスのよい食事と十分

な休養や睡眠、そして適度な運動で体の抵抗力を高めることが

大切です。かぜなどに負けない丈夫な体をつくりましょう！ 


