
からだのちやにくになるもの からだのちょうしをととのえるもの からだのちからやねつになるもの

あかの食品 みどりの食品 きいろの食品

3 月

♪めのあいごデー(10月10日)にちなんだきゅうしょく♪

しょくパン 牛乳 ブルーベリージャム
ぶたにくのマーマレードやき バナナ
あおなとアーモンドのサラダ
にんじんとじゃがいものポタージュ

牛乳 ぶたにく ハム 
なまクリーム

こまつな キャベツ きゅうり
とうもろこし にんにく にんじん
たまねぎ パセリ バナナ

しょくパン ブルーベリージャム
しょくぶつゆ さんおんとう
マーマレード アーモンド バター
じゃがいも せいはくまい 697 27.9

4 火
だいこんめし 牛乳 かつおのごまみそかけ
いかとはるさめのあえもの けんちんじる はなみかん

牛乳 ぶたにく あぶらあげ
かつお みそ いか とりにく
とうふ かつおぶし

にんじん だいこん しょうが もやし 
きゅうり ごぼう こんにゃく
ほししいたけ ねぎ みかん

せいはくまい しょくぶつゆ
さんおんとう かたくりこ さといも
しろすりごま はるさめ ごまあぶら

700 32.0

5 水
マーボーどん（ごはん・マーボーどうふ）牛乳
わかめのごまサラダ　ワンタンスープ
ソフールげんきヨーグルト〔代替：りんごゼリー〕

牛乳 とうふ みそ
わかめ ぶたにく なると
ヨーグルト

にんじん ねぎ ほししいたけ にら
しょうが にんにく こまつな もやし 
きゅうり ちんげんさい

せいはくまい しょくぶつゆ
さんおんとう かたくりこ しろごま
ごまあぶら ウェーブワンタン 652 29.0

6 木
♪いわしのひ(10月4日)にちなんだきゅうしょく♪

ごはん いわしのかばやき みそちゃんこじる
じゃがいもとあぶらふのうまに  りんご 牛乳

牛乳 いわし とりにく
かつおぶし ぶたにく みそ

しょうが にんじん たまねぎ ねぎ
こんにゃく えだまめ だいこん にら
もやし はくさい えのきたけ りんご

せいはくまい しょくぶつゆ
さんおんとう かたくりこ
じゃがいも あぶらふ 691 28.4

7 金

♪じゅうさんや(10月8日)にちなんだメニュー♪

さつまいもごはん つくねのみそだれかけ
だいずいりツナとやさいのあえもの　
とりにくとこんさいのすましじる 牛乳

牛乳 ぶたにく とうふ たまご
みそ だいず ツナ とりにく
あぶらあげ かつおぶし

たまねぎ ごぼう あおじそ 
はくさい きゅうり にんじん
こまつな だいこん こんにゃく
しめじ ねぎ みかん

せいはくまい さつまいも パンこ
さんおんとう エッグケア
じゃがいも 715 32.4

10 月

11 火

12 水
ココアあげパン　牛乳　はなみかん
てばもとのオーブンやき　ツナサラダ
こめこマカロニのミネストローネ

牛乳 スキムミルク 
とりてばもと ツナ
ベーコン こなチーズ

しょうが にんにく キャベツ トマト
にんじん こまつな きゅうり みかん
とうもろこし たまねぎ セロリ

コッペパン しょくぶつゆ
こなざとう さんおんとう
オリーブオイル こめこマカロニ
じゃがいも

651 25.7

13 木
ひじきごはん きびなごのカリカリフライ
ひよこまめいりはくさいとハムのあえもの
こんさいごまキムチじる 牛乳 りんご

牛乳 ぶたにく ひじき
きびなごカリカリフライ
ひよこまめ ハム とうふ
かつおぶし みそ

にんじん えだまめ はくさい
きゅうり とうもろこし ごぼう
だいこん こんにゃく ねぎ 
はくさいキムチ りんご

せいはくまい しょくぶつゆ
さんおんとう エッグケア
じゃがいも しろすりごま
ねりごま

671 25.1

14 金
ごはん たらのもみじやき えびいりしるビーフン
なすとひきにくのピリからいため なし 牛乳

牛乳 たら ぶたにく みそ
えび

にんじん なす しょうが にんにく
ねぎ ほししいたけ たまねぎ
たけのこ はくさい ちんげんさい
こねぎ なし

せいはくまい マヨネーズ
しょくぶつゆ  かたくりこ
ビーフン 697 30.5

17 月
♪かいがくきねんおいわいメニュー♪
おせきはん 牛乳 あかうおのさいきょうみそやき
こまつなのいそあえ さわにわん はなみかん

牛乳 あかうお さいきょうみそ
せんだいみそ のり ぶたにく
あぶらあげ かつおぶし
こんぶ

こまつな にんじん はくさい 
もやし ごぼう だいこん たけのこ 
ほししいたけ えのきたけ しめじ
ねぎ さやいんげん みかん

せいはくまい もちごめ 
あずき　ごましお
さんおんとう かたくりこ 599 27.4

18 火

19 水

20 木

♪ほねをじょうぶにするメニュー♪
あげだいずごはん 牛乳 さけのからあげ
コツコツサラダ　きのことわかめのみそしる
はなみかん

牛乳 だいず さけ ひじき
ハム チーズ とうふ
あぶらあげ わかめ
かつおぶし みそ

キャベツ きゅうり こまつな
にんじん とうもろこし たまねぎ
だいこん まいたけ ほししいたけ
みかん

せいはくまい かたくりこ
しょくぶつゆ さんおんとう
じゃがいも 688 27.3

21 金

♪タイりょうり♪
ごはん 牛乳 ムーヤーン(タイふうやきぶた)　
ヤムウンセン(タイふうはるさめサラダ) 
ゲーンチュートーフムウサップ
(タイふうにくだんごととうふのスープ)　ももゼリー
※サラダとスープにナンプラー使用

牛乳 ぶたにく 
えび とうふ

にんにく しょうが こねぎ
にんじん キャベツ きゅうり
もやし レモン ねぎ はくさい
セロリ ちんげんさい

せいはくまい しょくぶつゆ
はるさめ ごまあぶら
かたくりこ さんおんとう
ももゼリー 645 32.0

24 月
ごはん さばのてりやき アーモンドあえ
えのきのふわふわたまごスープ 牛乳
きょうのてつぶんようさんヨーグルト〔代替：みかんゼリー〕

牛乳 ノルウェーさば
とうふ たまご かつおぶし
こんぶ ヨーグルト

こまつな にんじん キャベツ
とうもろこし たまねぎ 
えのきたけ ちんげんさい

せいはくまい さんおんとう
ごまあぶら アーモンド
じゃがいも かたくりこ 712 25.9

25 火
ミルクパン　牛乳　チャーシューめん
てづくりちんじゅわんず（もちごめつきにくだんご）
こまつなのナムル　はなみかん

牛乳 やきぶた なると
ぶたにく

にんじん もやし キャベツ ねぎ
にら にんにく しょうが たまねぎ
ほししいたけ こまつな みかん

ミルクパン ちゅうかめん
もちごめ さんおんとう 
ごまあぶら かたくりこ しろごま 645 30.7

26 水
わかめごはん 牛乳 ちくぜんに りんご
ツナいりちぐさやき(ごもくあつやきたまご）
しょうないふういもにじる

牛乳 わかめ たまご ツナ
とりにく かつおぶし
ぶたにく なまあげ みそ

にんじん ほししいたけ れんこん
ほうれんそう ごぼう こんにゃく
たけのこ えだまめ だいこん
しめじ ねぎ こまつな りんご

せいはくまい しょくぶつゆ
さんおんとう かたくりこ
さといも 675 28.4

27 木
ごはん 牛乳 あきやさいカレー
キャロットラペ わかめスープ
ぶんちゃんのこざかなくん

牛乳 ぶたにく とりにく
なると わかめ 
かたくちいわし

たまねぎ にんじん にんにく ねぎ
りんご なす かぼちゃ れんこん
トマトピューレ バジル
まいたけ たけのこ ちんげんさい
しょうが はくさい ほししいたけ

せいはくまい しょくぶつゆ
カレールウ さつまいも
オリーブオイル さんおんとう 672 27.3

28 金
よしののとりめし 牛乳 せんべいじる
いかのレモンソースかけ
わふうコールスロー みかんゼリー

牛乳 とりにく いか ハム
かつおぶし

ごぼう にんにく しょうが レモン
はくさい にんじん とうもろこし
こまつな だいこん しめじ ねぎ
ちんげんさい

せいはくまい さんおんとう
しょくぶつゆ かたくりこ
エッグケア かやきせんべい
みかんぜりー

718 31.2

31 月

♪ハロウィンにちなんだメニュー♪
バターロール 牛乳 イタリアンサラダ
グリルチキンアップルソースかけ
パンプキンポタージュ　バナナ

牛乳 とりにく ハム チーズ
 ベーコン なまクリーム

たまねぎ りんご にんにく
トマトピューレ キャベツ
きゅうり にんじん パプリカ
かぼちゃ パセリ バナナ

バターロール しょくぶつゆ
さんおんとう バター
せいはくまい 675 28.1

677 28.8

ス ポ ー ツ の ひ

し　ゅ　う　き　き　ゅ　う　ぎ　ょ　う　び

か い が く き ね ん び

お　べ　ん　と　う　の　ひ　　　※ おべんとうじさん

き  ゅ  う  し  ょ  く  の  へ  い  き  ん  え  い  よ  う  か

 ☆１０月
がつ

 １４日
か

（金曜日
きんようび

） ３年生
ねんせい

は遠足
えんそく

のため給食
きゅうしょく

がありません

 ☆１０月
がつ

 ２５日
にち

（火曜日
か よ う び

） １年生
ねんせい

は遠足
えんそく

のため給食
きゅうしょく

がありません

 ☆１０月
がつ

 ２８日
にち

（金曜日
きんようび

） ２年生
ねんせい

は遠足
えんそく

のため給食
きゅうしょく

がありません
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（ 印はスプーンもあった方がよい日です ）

１０月の給食に使う旬の食材
※ざいりょうなどのつごうにより、

こんだてないようをへんこうする

ばあいがあります。
りんご・なし・みかん・さといも

なす・さつまいも・かぼちゃ など

ぎゅうにゅう

たまご

とうふ さかな
やさい くだもの パン

いも
あぶら

ごはん

にく


