
　ブロッコリーと 　りんご

　ツナのサラダ のりナッツあえ

ミートボール れんこん

太字は郷土料理と メンチカツ

地場産物です。 　黒糖パン パンプキン 　ごはん 　沢煮わん

　スープ

赤

黄

緑

エネルギー

　チーズ 　ヨーグルト

　フルーツの 　ひじき煮 さといものツナマヨ 　わかめサラダ 切り干し大根の
ゼリーあえ 　さばの塩焼き 　サラダ 　とりの照り焼き 春巻き 　　あえ物 あつやき卵

　冬野菜カレー

　（麦ごはん） ごはん 　さつま汁 ごはん ぽかぽか汁 　中華めん　豆乳みそスープ ごはん 　いも煮汁

赤

黄

緑

エネルギー

　ガトーショコラ

カレーもやし 　チーズいり 細切りポテトサラダ コールスローサラダ 　チャプチェ

チキンたれカツ 　きりざい さばのみそ煮 わかさぎ ハンバーグ さけチーズフライ
カリカリフライ（２こ） ケチャップソース

ごはん ワンタンスープ ごはん 　　呉汁 ごはん マーボー豆腐 横割り丸パン 　クラム ごはん 　キムチと

　チャウダー 　たまごのスープ

赤

黄

緑

エネルギー

　ソース 　クリスマスケーキ

オータムポエムの グリーンサラダ 　茎わかめの アーモンドあえ

　　磯香あえ 　ブリカツ エビカツ 　きんぴら さばのカレー 白身魚の
照り焼き 薬味ソースかけ

ごはん 　冬の小煮物 キャロット ミネストローネ 菜めし 新発田麩の ごはん かきたま汁
　ピラフ みそ汁

赤

黄

緑

エネルギー

＊ 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。＜１２月の地場産物＞ 米・とうふ・あつあげ・ごぼう・長ねぎ・キャベツ

にんじん・だいこん・はくさい・さといも・オータムポエム・えのきたけ

736 kcal

ホキ・かまぼこ・とうふ・たまご・
牛乳

小学校最終日

628

にんにく・しょうが・にんじん・たけの
こ・きくらげ・えだまめ・しめじ・キム
チ・はくさい・にら・長ねぎ・りんご

650 kcal 762 kcal

818660 kcal kcal

22

kcal―

kcal 772

ブリ・のり・ほたてがい・かまぼ
こ・とり肉・牛乳

米・でん粉・米粉・米油・砂糖・さ
といも

オータムポエム・にんじん・もやし・ごぼ
う・しいたけ・こんにゃく・れんこん・
さやえんどう

中学校最終日

828

ブロッコリー・キャベツ・きゅうり・にん
にく・にんじん・セロリ・玉ねぎ・トマト

広島菜・京菜・だいこん葉・にんじん・こ
んにゃく・さやいんげん・えのきたけ・こ
まつな

米・米油・砂糖・じゃがいも・新発
田麩

19 食育の日メニュー

献
立

656

献
立

13 14 15 16

米・パン粉・小麦粉・米油・砂糖・
ワンタン皮・ガトーショコラ

米・砂糖・でん粉・さといも
米・米粉・玄米粉・じゃがいも・米
油・ごま油・砂糖・でん粉

パン・でん粉・砂糖・ノンエッグマヨネーズ・

バター・じゃがいも・ホワイトルウ

米・パン粉・小麦粉・米油・ごま
油・砂糖・春雨・でん粉

もやし・にんじん・こまつな・しい
たけ・メンマ・長ねぎ

しょうが・長ねぎ・もやし・こまつな・に
んじん・たけのこ・えのきたけ・はくさい・
ほうれんそう

kcal 695

さば・くきわかめ・ぶた肉・とう
ふ・大豆・牛乳

えび・すけそうだら・ベーコン・あ
さり・大豆・牛乳・ソーセージ

米・大豆油・パン粉・でん粉・小麦粉・米油・

砂糖・オリーブ油・じゃがいも・ケーキ

20 とよ小最終日

米・でん粉・米油・砂糖・ごま油・
アーモンド

とり肉・ぶた肉・牛乳
さば・納豆・チーズ・厚揚げ・大
豆・牛乳

わかさぎ・ぶた肉・大豆・とうふ・
牛乳

とり肉・ぶた肉・ベーコン・あさ
り・豆乳・牛乳

さけ・チーズ・ぶた肉・とうふ・た
まご・牛乳

12 二葉小リクエストメニュー

ぶた肉・ツナ缶・ベーコン・白いん
げん豆・豆乳・牛乳

さば・ひじき・大豆・ぶた肉・とり
肉・油揚げ・牛乳

とり肉・ツナ缶・さつま揚げ・油揚
げ・牛乳・ヨーグルト

わかめ・ぶた肉・豆乳・大豆・牛乳 たまご・ぶた肉・牛乳

735 kcalkcal 840

米・米油・砂糖・さつまいも
米・さといも・ノンエッグマヨネー
ズ・でん粉・砂糖

中華めん・米油・小麦粉・春雨・で
ん粉・砂糖・ごま油

米・砂糖・でん粉・ごま油・米油・
さといも

6

830 kcal 606 kcal 752

にんじん・ごぼう・しいたけ・さやいんげ
ん・だいこん・しめじ・こんにゃく・長ね
ぎ

にんじん・ブロッコリー・こんにゃく・
えのきたけ・だいこん・しょうが・なめ
こ・長ねぎ

切干しだいこん・キャベツ・にんじん・ご
ぼう・こんにゃく・しめじ・はくさい・長
ねぎ

献
立

5

しいたけ・きゅうり・キャベツ・とうもろこし・

にんにく・しょうが・にんじん・玉ねぎ・もや

し・メンマ・きくらげ・はくさい・長ねぎ

献
立

日付

熱や力になる食品
パン・黒砂糖・砂糖・米パン粉・米粉・
オリーブ油・米油・ホワイトルウ

米・パン粉・砂糖・小麦粉・米油・
アーモンド・春雨

kcal

8

666 kcal 827 kcal 620 kcal 737

体をつくる食品

701706 kcal

7

ぶた肉・スキムミルク・牛乳・チー
ズ

米・大麦・ゼリー・バター・じゃが
いも・カレールウ

にんにく・しょうが・玉ねぎ・にんじん・
れんこん・チャツネ・りんご・ブロッコ
リー・パイン・みかん・もも

744 kcal 927 kcal kcal

766 kcal 676

月 火 水 木 金

れんこん・玉ねぎ・にんにく・しょうが・ほう

れんそう・もやし・にんじん・ごぼう・えのきた

け・たけのこ・こまつな・りんご

とり肉・のり・ぶた肉・かまぼこ・
牛乳

学校の給食予定 1 2

kcal 611 kcal

体の調子を整える食品

9

ブロッコリー・にんじん・キャベツ・玉ね
ぎ・かぼちゃ・パセリ・しょうが・にん
にく

配膳図と献立名

小学校：エネルギー 中学校：エネルギー

　（２こ）

kcal

21

たくあん・のざわな・こまつな・にんじ
ん・しめじ・だいこん・はくさい・長ねぎ

きゅうり・にんじん・とうもろこし・しょ
うが・にんにく・たけのこ・しいたけ・
長ねぎ

キャベツ・きゅうり・にんじん・とう
もろこし・玉ねぎ・しめじ・パセリ

kcal 830 kcal773 kcal kcal678 kcal

kcal 799 kcal649 kcal

２０２２ . １２ 新発田市学校給食北共同調理場

牛乳 牛乳

牛乳牛乳牛乳牛乳
牛乳

牛乳牛乳牛乳牛乳

牛乳牛乳 牛乳 牛乳

牛乳

牛乳

今年の冬至は12月22日(木）です


