
献立名

エネルギー(kcal) 611 795 601 730 742 847 827 992

エネルギー(kcal) 630 845 706 808 655 797 684 785 680 869

献立名

エネルギー(kcal) 693 818 782 850 607 787 659 788 581 748

献立名

エネルギー(kcal) 759 864 662 827 644 802 719 877

献立名

エネルギー(kcal) 790 915

月 火 水 木 金

２日 ４日 ５日 ６日
ごはん　 ゆかりごはん コッペパン ごはん

ぶた汁 はっぽうさい カレーうどん わかめスープ

いわしのかばやき ツナあえ ゴマドレサラダ サイコロステーキ

ブラック＆ホワイト ボイルブロッコリー

さとう　みそ　油

血や肉になる
牛乳　ぶた肉　とうふ　みそ 牛乳　ぶた肉　いか　えび　 牛乳　ぶた肉　油揚げ　ちくわ 牛乳　とうふ　わかめ　

いわし かまぼこ　うずら卵　ツナ

熱や力になる
ごはん　さといも　油 ごはん　油　 パン　うどん麺　 ごはん　ごま　ごま油

さとう でんぷん　ごま油　さとう ドレッシング　ブラックホワイト

ハム かまぼこ　牛肉　

調子を整える
にんじん　ごぼう　だいこん にんじん　干し椎茸　キャベツ にんじん　玉ねぎ　ねぎ　 にんじん　えのき　ねぎ

こんにゃく　ねぎ　しょうが

１３日

しょうが　玉ねぎ　たけのこ ブロッコリー　きゅうり　コーン にんにく　ブロッコリー

ほうれん草　

献立名
せんべい汁 ちゅうか風コーンスープ よせなべ ビーフシチュー

９日 １０日 １１日 １２日

おでん

県産ひらめのなんばんづけ チリコンカン ハンバーグのおろしかけ フルーツヨーグルト キャベツのこんぶあえ

ごはん　 まるパン ごはん くろざとうパン むぎごはん

チーズ なっとう

熱や力になる
ごはん　せんべい　さといも パン　でんぷん　油 ごはん　白玉だんご　マロニー パン　油　じゃがいも

ぶた肉 かまぼこ　ハンバーグ ヨーグルト

ごはん　さといも　

こむぎこ　でんぷん　さとう　油 さとう　でんぷん

グリンピース　もも　みかん キャベツ

トマトピューレ パイン　ナタデココ

うずら卵　ちくわ　昆布　納豆

調子を整える
にんじん　ごぼう　はくさい にんじん　玉ねぎ　コーン にんじん　はくさい　しめじ 玉ねぎ　にんじん　マッシュルーム にんじん　だいこん　こんにゃく

白ねぎ　　玉ねぎ　ピーマン きくらげ　ほうれん草　にんにく 白ねぎ　だいこん

血や肉になる
牛乳　とり肉　ひらめ 牛乳　ベーコン　卵　大豆 牛乳　とり肉　ぶた肉　とうふ 牛乳　牛肉　油　生クリーム 牛乳　牛肉　とり肉　厚揚げ

　　　１６日 １７日 １８日 １９日 ２０日
ごはん こめこパン ごはん クッキーパン ごはん

ぼたんなべ パンプキンスープ マーボーどうふ ポトフ だんご汁

さとう さとう　でんぷん さとう アーモンド　マヨネーズ

ハモフライ　ソース とり肉のバーベキューソース あまずあえ だいこんサラダ くきわかめのいために

ボイルキャベツ  グリーンサラダ みかん

調子を整える
にんじん　こんにゃく　だいこん かぼちゃ　にんじん　玉ねぎ にんじん　玉ねぎ　たけのこ にんじん　キャベツ　玉ねぎ にんじん　ごぼう　はくさい

ごぼう　白菜　白ねぎ　キャベツ パセリ　りんごピューレ　レモン

ごま油　さとう

血や肉になる
牛乳　いのしし肉　厚揚げ 牛乳　ベーコン　とり肉 牛乳　とうふ　ぶた肉　みそ 牛乳　ウィンナー　ベーコン 牛乳　とり肉　油揚げ　みそ

ハモ　 さとう　でんぷん　ドレッシング

熱や力になる
ごはん　マロニー　油 パン　ニョッキ ごはん　油　ごま油　でんぷん パン　じゃがいも　 ごはん　煮込みもち　さといも

ねぎ　干し椎茸　しょうが ブロッコリー　だいこん　 干し椎茸　ねぎ　みかん

しょうが ブロッコリー　きゅうり コーン にんにく　かぶ　きゅうり　かぼす きゅうり

ハム くきわかめ　さつまあげ

２３日 ２４日 ２５日 ２６日 ２７日
コッペパン ごもくかまめし コッペパン ごはん

ポークビーンズ かき玉汁 クリームスパゲティ やまのさちカレー

油　バター　さつまいも

ひじきサラダ さばのこうみソース やさいチップス はりはりづけ

バター ヨーグルト

調子を整える
にんにく　玉ねぎ　にんじん にんじん　干し椎茸　ねぎ にんじん　たまねぎ　グリンピース にんじん　玉ねぎ　グリンピース

えだまめ　トマトピューレ

じゃがいも

血や肉になる
牛乳　ぶた肉　ウィンナー　大豆 牛乳　たまご　とうふ　 牛乳　ベーコン　いか　えび 牛乳　いのしし肉　昆布

チーズ　ひじき　ツナ かまぼこ　魚そうめん　さば

熱や力になる
パン　じゃがいも　油　さとう ごはん　でんぷん　さとう パン　スパゲティ麺 ごはん　油　さとう

しょうが　にんにく　 マッシュルーム　れんこん にんにく　しょうが　切り干し大根

きゅうり　コーン ごぼう

３０日
ごはん

みそ汁

熱や力になる
ごはん　油　さとう

チキンなんばん

ボイルキャベツ、ﾀﾙﾀﾙｿｰｽ

タルタルソース

調子を整える
にんじん　だいこん　ねぎ

キャベツ

血や肉になる
牛乳　わかめ　とうふ　油揚げ

みそ　チキンカツ

杵築市学校給食センター

０９７8－６２－２６７７

まるごと

大分県

11月のきつきしの食べもの

ねぎ いのしし肉 ハモ

みかん かぶ きゅうり

キャベツ 大根 白菜

たまご みそ

今月は県の食育ウィー

クにちなんで、各関係

機関より「おおいた和

牛」、「県産ひらめ」「ハ

モ」「しし肉」「冠地どり」

など、いろいろな食材

の提供を受けています。

給食に込めている思い

給食は、成長期のみなさんの発

達のために、栄養バランスのよい

豊かな食事となるように献立を考

えています。また、地場産物を活

用したり、地域の郷土食や行事食

を出したりすることで、地域の文

化や伝統についても学んでほしい

と思っています。

『和食の日』
11月24日は

「和食；日本人の伝統的な食文化」は、ユ

ネスコ無形文化遺産に登録されています。

日本には、多様で豊かな自然や食文化があ

ります。和食や日本人の伝統的な食文化の

大切さについて考え、未来に伝えていきま

しょう。

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 686 27.5
中学校基準 830 30.0
中学校平均 829 31.8

今月の栄養価


