
献立名

エネルギー(kcal) 667 810 606 722

献立名

エネルギー(kcal) 595 733 584 704 678 834 642 747 573 748

献立名

エネルギー(kcal) 570 732 652 782 641 790 605 723 586 722

献立名

エネルギー(kcal) 591 731 594 707 722 857 609 762 688 833

献立名

エネルギー(kcal) 634 761 627 802 591 728 647 813 627 816

月 火 水 木 金

3日 4日 5日 1日 2日
コッペパン ごはん

とり肉と大豆のトマトに 魚そうめん汁

だんご　じゃがいも　ドレッシング

ゴマドレサラダ ひらつくね

茶カミンふりかけ

調子を整える
たまねぎ　にんじん　マッシュルーム にんじん　葉ねぎ　しいたけ

さとう　

血や肉になる
牛乳　とり肉　大豆　まぐろ 牛乳　とり肉　とうふ　わかめ

熱や力になる
パン　オリーブ油　さとう ごはん　マーマレード　ごま

パセリ　にんにく　とうもろこし こまつな　お茶

トマト　ブロッコリー　きゅうり

つくね　ちりめん　大豆　魚そうめん

5日 6日 7日 8日 9日
ごはん コッぺパン ごはん コッペパン むぎごはん

ちゅうかスープ カレーポトフ 秋やさいのみそ汁 肉だんごのクリームに ごまわかめスープ

ポークシュウマイ さけのチーズやき とり肉のかぼすに キャベツのカラフルソテー ビビンバ

たかないため いちごジャム キャベツのゆかりあえ ブルーベリーゼリー

熱や力になる
ごはん　ごま油　ごま パン　ジャム　オリーブ油 ごはん　こむぎこ　油 パン　ドレッシング　油

ウインナー　さけ 油揚げ ウインナー

ごはん　おおむぎ　ゼリー

じゃがいも さといも　でんぷん　さとう ごま油　ごま　さとう

ほうれんそう　キャベツ　パプリカ もやし　ほうれんそう　だいこん

にんじん　 とうもろこし にんにく

牛肉　みそ

調子を整える
たけのこ　にんじん　しいたけ にんじん　キャベツ　たまねぎ しめじ　えのきたけ　ねぎ にんじん　たまねぎ　ブロッコリー にんじん　葉ねぎ　しいたけ

葉ねぎ　たかな　きくらげ ブロッコリー キャベツ　ゆかり　かぼす

血や肉になる
牛乳　ぶた肉　いか　 牛乳　チーズ　ベーコン 牛乳　とり肉　みそ　とうふ 牛乳　肉だんご　大豆　まぐろ 牛乳　わかめ　とうふ　たまご

しゅうまい

12日 13日 14日 15日 16日
ごはん さんかくパン ごはん こめこパン ごはん

かしわ汁 洋ふうたまごスープ かんこくふう肉じゃが トマトスープ うましおだんご汁

さんまのゆずみそに メンチカツ げんきサラダ とり肉のハニーマスタードやき ひじきのいために

こまつなのいそあえ ボイルキャベツ　ソース ボイルブロッコリー

熱や力になる
ごはん　ごま パン　油 ごはん　ごま　じゃがいも パン　じゃがいも　はちみつ

メンチカツ こんぶ　かつお節　だいず　

ごはん　めん　さといも

ドレッシング　さとう　油 じゃがいも　さとう　油 さとう　油　

パセリ　にんにく　ブロッコリー ねぎ　えだまめ

にんにく　こんにゃく　えだまめ

ひじき　

調子を整える
にんじん　ねぎ　ごぼう たまねぎ　にんじん　トマト にんじん　たまねぎ　はくさい たまねぎ　にんじん　トマト にんじん　ごぼう　はくさい

こまつな レタス　パセリ　キャベツ キャベツ　きゅうり　とうもろこし

血や肉になる
牛乳　とり肉　かまぼこ 牛乳　ベーコン　たまご 牛乳　ロースハム　ぶた肉 牛乳　ベーコン　とり肉 牛乳　ぶた肉　みそ　油あげ

とうふ　さんま　ひじき

19日 20日 21日 22日 23日
なめし ミニなしジャムパン ごはん コッペパン ごはん

ごもくうどん ラビオリスープ しし肉とだいこんのごまみそに コーンスープ かんむりじどりカレー

かみかみあえ オムレツのきのこソースかけ ぶりのてりやき ぶた肉のマヨケチャいため グリーンサラダ

ごはん　じゃがいも　ドレッシング

さとう さとう さとう 油

わせみかん ヨーグルト

なめし　うどん　ごま　ごま油 パン　なしジャム　ラビオリ ごはん　さといも　油　ごま パン　じゃがいも　マヨネーズ

りんごピューレ　にんにく　ブロッコリー

トマト きゅうり　とうもろこし　

豆乳クリーム　

調子を整える
にんじん　ねぎ　しいたけ キャベツ　にんじん　ちんげんさい だいこん　にんじん　さやいんげん たまねぎ　にんじん　グリーンピース にんじん　たまねぎ　グリーンピース

こまつな　だいこん　きゅうり たまねぎ　トマト　しめじ しょうが　わせみかん

血や肉になる
牛乳　とり肉　かまぼこ　 牛乳　ベーコン　たまご 牛乳　ぶた肉　厚あげ　みそ 牛乳　ベーコン　ぶた肉　 牛乳　かんむりじどり　ヨーグルト

ロースハム　こんぶ　油あげ

秋やさいのうまに

さばのみそに アーモンドカル ３色そぼろどん キャラメルポテト キャベツとはくさいのかぼすあえ

26日 27日 28日 29日 30日
ごはん こくとうロール ごはん ミニミルクパン むぎごはん

ごはん　おおむぎ　じゃがいも

オリーブ油　ごま 生クリーム　水あめ　油　さとう 油　さとう　ごま　

えだまめ ブロッコリーのツナマヨあえ

ごはん　 パン　スパゲティ　さとう　 ごはん　さとう パン　さつまいも　バター　マヨネーズ

さやいんげん　はくさい　キャベツ

ごぼう　しいたけ　しょうが かぼす

あつあげ　だいず

調子を整える
にんじん　ねぎ　こまつな　 にんじん　たまねぎ　マッシュルーム えだまめ　にんじん　だいこん　 にんじん　たまねぎ　ブロッコリー にんじん　こんにゃく　れんこん

しいたけ　えだまめ 青ピーマン　にんにく　トマト はくさい　えのきたけ　ねぎ

血や肉になる
牛乳　とうふ　かまぼこ　もずく 牛乳　ウインナー　ぶた肉 牛乳　とうふ　みそ　とり肉 牛乳　ベーコン　ロースハム 牛乳　とり肉　うずらたまご

さば　みそ　 アーモンド　かたくちいわし

お月見だんご

キャベツ　パセリ

たまご　油あげ　 まぐろ

熱や力になる

もずくスープ スパゲティナポリタン いなか汁 ジュリエンヌスープ

とうもろこし　青ピーマン

ぶり　いのしし肉

熱や力になる

秋風を感じる季節となりました。

「食欲の秋」といわれるように、さつま

いもやごぼう、きのこなど今が旬の食

材をたくさん使う予定です。秋の味覚

を味わいましょう。

杵築市学校給食センター

１０月のきつきしの食べもの

ピーマン、きゅうり

ねぎ、お茶

みそ、みかん

さつまいも

いのしし肉

ちりめん、塩こうじ

マーマレード

なしジャム

１０／１０は「目のあいごデー」です。目の健康について考えてみませんか？
ブルーベリーやぶどうに多くふくまれる紫色の色素（アン

トシアニン）も目によいといわれています。９日にブルーベ

リーゼリーをつけています。
A

エネルギー たんぱく質

kcal ｇ

小学校基準 650 24.0
小学校平均 624 25.6
中学校基準 830 30.0
中学校平均 766 30.4

今月の栄養価

幼・小～３年１コ

４年～２コ

幼・小２コ

中学３コ


