
スイートポテト

きりざい ブロッコリー

あつやきたまご  海藻サラダ さばのフライ 　サラダ ボロニアカツ

太字は郷土料理と
地場産物です。 ごはん 　いも煮汁 ごはん ワンタン わかめごはん 　春雨スープ

スープ

赤

黄

緑

エネルギー

チーズ  みかん

フルーツカクテル れんこんサラダ 春雨の炒め物 カリフラワーの 菊花あえ

かみかみ丼の具 豆腐ハンバーグ サラダ 鮭フライ

中華丼 　　甘酢あん

　（ごはん） 麦ごはん 大根のみそ汁 ごはん かきたま ソフトめん ミートソース 栗ごはん なめこ汁

もずく汁

赤

黄

緑

エネルギー

芋けんぴ小魚

菅谷りんごの のり酢あえ 春雨サラダ 　ツナサラダ のりナッツあえ

ヨーグルトあえ  納豆 いか磯辺フライ ほうれんそう さばのみそ煮

　マーボー丼

　（ごはん） ごはん 　おでん ごはん 豆腐の四川風煮 甘納豆パン まだいの ごはん 秋のこにもん

カレースープ

赤

黄

緑

エネルギー

りんご 豆乳さつまいもプリン ガトーショコラ

福神あえ アーモンドあえ カレーもやし
うの花炒り さわらの 焼きいも チキンたれカツ

　ポークカレー かんずり焼き

　（麦ごはん） ごはん わかめの 　米粉めん きつね汁 ごはん とん汁

みそ汁

赤

黄

緑

エネルギー

ワインゼリー ミルメークコーヒー 抹茶ふりかけ

カラフル 花野菜のカレー もやしと

ビーンズサラダ マヨ炒め 赤魚の ニラのナムル コーン（２個）

チキンドリアソース 　ねぎ塩焼き しゅうまい

（ターメリックライス） ごはん 呉汁 ごはん 厚揚げの

赤

黄

緑

エネルギー

＜１１月の地場産物＞ 米・とうふ・あつあげ・ごぼう・長ねぎ・キャベツ

＊ 献立は都合により、変更となる場合がありますので御了承ください。 きゅうり・だいこん・りんご・はくさい

kcal

23

ほうれんそう・にんじん・キャベツ・玉ね
ぎ・だいこん・こんにゃく・しそ

きゅうり・もやし・にんじん・にんにく・
しょうが・たけのこ・きくらげ・はくさ
い・チンゲン菜

ほうれんそう・きゅうり・キャベツ・にんじ
ん・とうもろこし・ごぼう・れんこん・だ
いこん・しめじ・ブロッコリー

kcal 723 kcal731 kcal kcal616 kcal

米・米油・バター・ホワイトルウ・
ワインゼリー

キャベツ・きゅうり・とうもろこし・えだま
め・玉ねぎ・にんじん・マッシュルー
ム・パセリ

29 30

kcal 713 kcal

赤魚・ウインナー・油揚げ・大豆・
牛乳

とり肉・ぶた肉・うずら卵・厚揚
げ・昆布・のり・牛乳

米・水あめ・ごま・ノンエッグマヨ
ネーズ・さといも・砂糖

米・小麦粉・でん粉・砂糖

にんにく・ねぎ・ブロッコリー・カリフ
ラワー・だいこん・しめじ・にんじん・は
くさい

とうもろこし・玉ねぎ・もやし・にら・にんじ

ん・にんにく・しょうが・長ねぎ・だいこん・き

くらげ・チンゲン菜・抹茶

649 kcal 797 kcal 600

ひよこまめ・赤いんげん豆・とり肉・
ベーコン・白いんげん豆・牛乳・チー
ズ・牛乳

オイスターソース煮

706 kcal 862 kcal

献
立

28

月 火 水 木 金

ブロッコリー・にんじん・キャベツ・とう
もろこし・しいたけ・メンマ・長ねぎ・
チンゲン菜

わかめ・とり肉・ぶた肉・牛乳

第一中リクエストメニュー 3 41

たまご・納豆・ぶた肉・牛乳

米・米油・さといも・砂糖

学校の給食予定

配膳図と献立名

体の調子を整える食品

小学校：エネルギー

kcal 622 kcal

しょうが・きゅうり・キャベツ・にんじん・
とうもろこし・メンマ・しいたけ・もや
し・チンゲン菜・長ねぎ

11

688649 kcal

9

ぶた肉・なると・えび・いか・うず
ら卵・牛乳・チーズ

米・水あめ・米油・でん粉

パイン・みかん・もも・ライチ・しょう
が・玉ねぎ・にんじん・キャベツ・きくら
げ・たけのこ

634

中学校：エネルギー

たくあん・のざわな・にんじん・ごぼう・
こんにゃく・しめじ・はくさい・長ねぎ

ほうれんそう・キャベツ・にんじん・かき
のもと・だいこん・なめこ・長ねぎ

献
立

7

ブロッコリー・カリフラワー・とうもろこし・

にんにく・しょうが・玉ねぎ・にんじん・セロ

リ・マッシュルーム・トマト・みかん

体をつくる食品

熱や力になる食品

献
立

2

米・米油・ごま油・砂糖・ワンタン
の皮・さつまいも・水あめ

米・じゃがいも・米油・砂糖・でん
粉・ノンエッグマヨネーズ・春雨

kcal

10

624 kcal 744

日付

さば・海藻ミックス・ぶた肉・牛乳

ぶた肉・真鯛・豆腐・牛乳
とり肉・ぶた肉・とうふ・もずく・
たまご・牛乳

ぶた肉・大豆・チーズ・牛乳 鮭フライ・厚揚げ・牛乳

629 kcal 761 kcal 695 kcal 808 kcal

740 kcalkcal 754

米・麦・ノンエッグマヨネーズ・ご
ま・ごま油・米油・砂糖

米・砂糖・でん粉・ごま油・春雨
ソフトめん・じゃがいも・オリーブ
油・砂糖・米油・ハヤシルウ

米・栗・パン粉・小麦粉・米油

8

803 kcal 631 kcal 763kcal 766 kcal

れんこん・きゅうり・キャベツ・とうもろこ
し・ごぼう・にんじん・たけのこ・こん
にゃく・だいこん・しめじ・長ねぎ

にんにく・しょうが・にんじん・たけの
こ・しいたけ・にら・えのきたけ・玉ね
ぎ・長ねぎ

kcal

献
立

606

18 食育の日メニュー

ヨーグルト・ぶた肉・大豆・とう
ふ・かたくちいわし・牛乳

ツナ缶・のり・ちくわ・昆布・とり
肉・うずら卵・納豆・あおさ・牛乳

いか・青のり・ぶた肉・とうふ・牛
乳

青えんどう・あずき・たまご・ツナ
缶・ベーコン・あさり・真鯛・牛乳

さば・のり・とり肉・ほたて・魚
肉・牛乳

献
立

14 15 16 17

米・砂糖・米油・でん粉・さつまい
も・水あめ

米・上新粉・でん粉・さといも・砂
糖

米・パン粉・小麦粉・でん粉・米
油・春雨・ごま油・砂糖

パン・砂糖・米油・さといも
米・アーモンド・さといも・砂糖・
でん粉

りんご・みかん・もも・パイン・しょう
が・にんにく・長ねぎ・にんじん・たけ
のこ・しいたけ・にら

628

ほうれんそう・にんじん・キャベツ・しい
たけ・ごぼう・れんこん・こんにゃく・た
けのこ・なめこ

kcal

25 外ヶ輪小リクエストメニュー

とり肉・ぶた肉・とうふ・牛乳

694 kcal

もやし・にんじん・ほうれんそう・ごぼ
う・だいこん・こんにゃく・しめじ・長ね
ぎ

米・パン粉・小麦粉・米油・砂糖・
じゃがいも・ガトーショコラ

775657 kcal kcal

24

812kcal631

kcal 772

ぶた肉・スキムミルク・牛乳

米・麦・バター・じゃがいも・カ
レールウ

キャベツ・きゅうり・大根・なす・れんこ
ん・しょうが・しそ・にんにく・玉ね
ぎ・にんじん・チャツネ・りんご

にんにく・ゆず・長ねぎ・ごぼう・にん
じん・こんにゃく・玉ねぎ・えのきたけ

21

サワラ・ちくわ・豆乳・おから・厚
揚げ・わかめ・牛乳

米・砂糖・ごま油・じゃがいも・さ
つまいも

22 和食の日メニュー

オムレツ

637 kcal 768 kcal 609 kcal 736 kcal

米粉めん・さつまいも・アーモン
ド・砂糖

ほうれんそう・キャベツ・にんじん・しい
たけ・玉ねぎ・ごぼう・はくさい・長ねぎ

791 kcal

とり肉・かまぼこ・油揚げ・牛乳

745 kcal 655

２０２２ . １１ 新発田市学校給食北共同調理場
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