
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

1 月
きんときまめパン 牛乳 ごもくうどん
あべかわいも わかめとツナのあえもの

牛乳 とりにく なると
あぶらあげ かつおぶし
こんぶ きなこ わかめ ツナ

にんじん ごぼう ねぎ 
ほししいたけ ちんげんさい
こまつな キャベツ きゅうり

きんときまめパン  しょくぶつゆ
うどん さつまいも こなざとう
さんおんとう ごまあぶら

624 25.0

2 火
ごはん 牛乳 たらのもみじやき　はなみかん
れんこんいりごもくきんぴら 
てづくりはっとじる

牛乳　たら　とりにく
あぶらあげ　かつおぶし

にんじん ごぼう れんこん
たけのこ こんにゃく えだまめ
ほししいたけ だいこん ねぎ
こまつな みかん

せいはくまい マヨネーズ
しょくぶつゆ さんおんとう
こむぎこ 659 27.4

3 水

4 木

5 金
♪いいはをつくろうメニュー♪
びりんめし 牛乳 かつおのごまだれかけ りんご
カルシウムたっぷりサラダ さつまじる

牛乳 とりにく とうふ
あぶらあげ かつお ひじき
ツナ チーズ ぶたにく
かつおぶし みそ

にんじん きりぼしだいこん ごぼう
ほししいたけ しょうが キャベツ
きゅうり こまつな とうもろこし
だいこん こんにゃく はくさい
ねぎ ちんげんさい 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
しろすりごま　さつまいも 693 33.3

8 月

ごはん 牛乳 プルコギ(かんこくふうやきにく)
しおナムル トックスープ 
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 ぶたにく みそ
とりにく ヨーグルト

にんにく しょうが りんごジュース
ねぎ こまつな もやし にんじん
きゅうり ほししいたけ たまねぎ
たけのこ はくさい ちんげんさい

せいはくまい しょくぶつゆ
さんおんとう ごまあぶら
ジーマージャン(ねりごま)
トック しろごま かたくりこ

694 32.4

9 火

10 水

11 木
ごはん 牛乳 えびとうずらのチリソースいため
チンジャオロースー はくさいとベーコンのスープ
ぶんちゃんのこざかなくん

牛乳 えび うずらたまご
ぶたにく ベーコン とりにく
かたくちいわし

しょうが にんにく たまねぎ 
ねぎ にんじん たけのこ ピーマン
パセリ パプリカ セロリ しめじ
はくさい

せいはくまい　しょくぶつゆ
さんおんとう　かたくりこ
じゃがいも 663 30.9

12 金

15 月
ごはん 牛乳 さばのごまだれやき
あおなのいそあえ りんご
こんさいとまがりねぎのみそしる

牛乳　ノルウェーさば　のり
とりにく　とうふ
かつおぶし　みそ

こまつな はくさい にんじん
ごぼう だいこん ほししいたけ
まがりねぎ りんご

せいはくまい さんおんとう
しろごま じゃがいも 654 25.0

16 火
キムチチャーハン こまつなとひじきのナムル
ユーリンチー（とりにくのねぎソースかけ）
とうもろこしとたまごのスープ 牛乳

牛乳 ぶたにく とりにく
ひじき たまご ハム

にんじん はくさいキムチ ピーマン
しょうが ねぎ こまつな もやし
にんにく とうもろこし たまねぎ
ちんげんさい

せいはくまい しょくぶつゆ
かたくりこ さんおんとう
ごまあぶら しろごま 661 28.3

17 水
♪ロシアりょうり をたべよう♪
バターロール ロシアふうオムレツ ボルシチ
りんごドレッシングサラダ  牛乳

牛乳 たまご ハム チーズ
ぶたにく ベーコン こなチーズ
サワークリーム

たまねぎ キャベツ きゅうり かぶ
にんじん とうもろこし りんご
ビート セロリ パセリ にんにく

バターロール じゃがいも
しょくぶつゆ　さんおんとう 651 29.7

18 木
ごはん 牛乳 てづくりとんかつ はなみかん
だいこんのべっこうに わかめととうふのみそしる

牛乳 ぶたにく たまご 
かつおぶし とうふ あぶらあげ
わかめ みそ

だいこん にんじん えだまめ
たまねぎ えのきたけ こまつな
みかん

せいはくまい こむぎこ
パンこ しょくぶつゆ
さんおんとう じゃがいも 715 30.4

19 金
あおだいずごはん 牛乳 あかうおのねぎみそやき
わふうコールスロー　いなかじる

牛乳 あおだいず あかうお
みそ ハム とりにく とうふ
あぶらあげ かつおぶし

ねぎ しょうが はくさい にんじん
とうもろこし こまつな だいこん
ごぼう ほししいたけ ちんげんさい

せいはくまい さんおんとう
エッグケア じゃがいも 582 27.3

22 月
ごはん 牛乳 マーボーどうふ バンバンジー
こめこめんのスープ はなみかん

牛乳 ぶたにく みそ
とうふ ソフトチキン

にんにく しょうが にんじん ねぎ
ほししいたけ にら きゅうり
もやし とうもろこし たまねぎ 
ちんげんさい 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
ねりごま しろすりごま 
ごまあぶら こめこめん

688 30.9

23 火

24 水

ターメリックライス ポテトとソーセージのスープ 
おわカレー(インドふうチキンカレー) 牛乳
ソフールげんきヨーグルト〔代替：りんごゼリー〕
※カレーにいろいろなスパイスをしようします

牛乳 とりにく ソーセージ
ヨーグルト

トマト たまねぎ にんにく
にんじん しめじ エリンギ
キャベツ ちんげんさい

せいはくまい バター
しょくぶつゆ じゃがいも

665 30.1

25 木
さつまいもごはん 牛乳 ほっけのこうみやき
いかとはるさめのあえもの
きのこととうふのみそしる

牛乳 ほっけ いか とりにく
とうふ かつおぶし みそ

ねぎ しょうが にんにく もやし
きゅうり にんじん だいこん 
ごぼう こんにゃく しめじ
ほししいたけ こまつな

せいはくまい さつまいも
はるさめ さんおんとう
ごまあぶら しょくぶつゆ
しろごま じゃがいも

586 27.0

26 金
こめこパン 牛乳 グリルチキン
こまつなとツナのサラダ 
さつまいものチャウダー はなみかん

牛乳 とりにく ツナ
ベーコン

しょうが にんにく こまつな
キャベツ きゅうり とうもろこし
レモン しめじ エリンギ たまねぎ
にんじん ちんげんさい みかん

こめこパン さんおんとう
しょくぶつゆ さつまいも
バター こむぎこ 653 31.2

29 月
よしののとりめし きびなごのカリカリフライ
だいこんとハムのあえもの さわにわん 牛乳

牛乳 とりにく ハム ぶたにく
きびなごカリカリフライ
あぶらあげ かつおぶし こんぶ

ごぼう にんにく だいこん
きゅうり にんじん とうもろこし
たけのこ ほししいたけ しめじ
えのきたけ ねぎ こまつな

せいはくまい さんおんとう
しょくぶつゆ エッグケア
かたくりこ 630 25.4

30 火
ごはん 牛乳 さばのソースやき はなみかん
アーモンドサラダ ビーフンのにくみそかけ

牛乳 ノルウェーさば 
みそ ぶたにく

しょうが キャベツ きゅうり
にんじん たまねぎ ねぎ
ほししいたけ ちんげんさい
みかん

せいはくまい さんおんとう
アーモンド しょくぶつゆ
しろすりごま ごまあぶら
ビーフン

746 27.1

660 28.8
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（ 印はスプーンもあった方がよい日です ）

11月の給食に使う旬の食材

やさい くだもの

※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。

せんだいの

でんとうやさい

『まがりねぎ』が

とうじょうします！


