
献立名

エネルギー(kcal) 690 849 802 937 534 674

献立名

エネルギー(kcal) 698 847 551 647 571 695 776 890 681 859

献立名

エネルギー(kcal) 578 725 615 729 687 810 604 724 700 865

献立名

エネルギー(kcal) 539 704 705 840 714 903

献立名

エネルギー(kcal) 594 775 667 784 529 659 785 934

調子を整える

こんにゃく　しいたけ　ごぼう 玉ねぎ　にんじん　パセリ　 はくさい　干ししいたけ　たけのこ 玉ねぎ　にんじん　セロリ

コーン もやし　にんにく

血や肉になる
牛乳　とり肉　とうふ 牛乳　ベーコン　ウインナー 牛乳　とり肉　たまご 牛乳　とり肉　ウインナー

かまぼこ　まぐろ チーズ　

でんぷん さとう　ごま フライドポテト　マヨネーズ

（ポテトのマヨネーズやき）

熱や力になる
ごはん　油　さとう　ごま パン　じゃがいも　油 ごはん　おおむぎ　ごま油 パン　おおむぎ　いんげんまめ

とりごぼう汁 コーンポタージュ キムチ入りクッパ スコッチブロス
まぐろのオーロラソース キャベツとウインナーのソテー ナムル プーティン

２７日 ２８日 ２９日 ３０日
ごはん ミルクパン 白麦ごはん ベーグル

りんご　もも　みかん　にんにく

ブロッコリー コーン パイン　レモン

豆乳クリーム

調子を整える
キャベツ　にんじん　玉ねぎ にんじん　しいたけ　にんにく にんじん　玉ねぎ　えだまめ

コーン　パセリ　パイン こまつな　ねぎ　玉ねぎ

血や肉になる
牛乳　ベーコン　ハンバーグ 牛乳　とり肉　かまぼこ 牛乳　とり肉

あぶらあげ　ツナ　わかめ

ごはん　じゃがいも

油　しらたまだんご

ボイルブロッコリー

熱や力になる
パン　じゃがいも　さとう ごはん　うどん　油　こむぎこ

敬老の日 フェルミエスープ うどん 秋分の日 チキンカレー
ハンバーグのパインソースがけ ツナとたまねぎのフリッター フルーツしらたま

２０日 ２１日 ２２日 ２３日 ２４日
コッペパン わかめごはん ごはん

キャベツ　コーン　にんにく こんにゃく

にんにく

とうふ　みそ　はも

調子を整える
にんじん　ねぎ　しいたけ 玉ねぎ　にんじん　キャベツ にんじん　玉ねぎ　えだまめ にんじん　玉ねぎ　こまつな にんじん　ごぼう　ねぎ

玉ねぎ　はくさい　ピーマン トマト　パセリ　バジル きゅうり　コーン　こんにゃく

血や肉になる
牛乳　わかめ　とうふ　ぶた肉 牛乳　ベーコン　とり肉 牛乳　牛肉　ひじき　ハム 牛乳　とうふ　肉だんご 牛乳　ぶた肉　あぶらあげ

ベーコン

ごはん　じゃがいも　パン粉

ごま　さとう さとう　マヨネーズ 油　てんぷら粉　

アセロラゼリー 1食しょうゆ

熱や力になる
ごはん　はるさめ　ごま油 パン　マカロニ　アセロラゼリー ごはん　おおむぎ　じゃがいも　油 パン　じゃがいも　油

わかめスープ ミネストローネ カレー肉じゃが キャベツと肉だんごのスープ ぶた汁
ぶたキムチ チキンガーリックステーキ ひじきサラダ ジャーマンポテト 県産ハモフライ

13日 14日 15日 16日 17日
ごはん こめこパン 麦ごはん こくとうパン ごはん

パセリ　トマト　コーン　いんげん マッシュルーム　きゅうり

キャベツ　コーン

ツナ　だいず

調子を整える
玉ねぎ　なす　にんじん　 にんじん　玉ねぎ　キャベツ にんじん　こまつな　えのき 玉ねぎ　にんじん　マッシュルーム 玉ねぎ　にんじん　グリンピース

にら　しいたけ パセリ　にんにく

血や肉になる
牛乳　とうふ　牛肉　ぶた肉 牛乳　ハム　ぶた肉　牛肉 牛乳　とうふ　油あげ　みそ 牛乳　とり肉　だいず 牛乳　牛肉　豆乳クリーム

こうやどうふ　みそ　はるまき こうやどうふ さけ（ひらめ）　わかめ　さつまあげ ウインナー

ごはん　油　ごまドレッシング

ごま油　さとう ミルククリーム

（幼）ひらめの塩こうじやき ミルククリーム

熱や力になる
ごはん　ごま油　でんぷん　油 パン　じゃがいも　さとう　油 ごはん　じゃがいも　油 パン　油　じゃがいも　さとう

なす入りマーボーどうふ ジュリエンヌスープ みそ汁　茎わかめのきんぴら とり肉と大豆のトマトに ハッシュドビーフ（おおいた和牛）

はるまき カレーミートサンド さけの塩こうじやき コーンソテー ツナサラダ

６日 ７日 ８日 ９日 １０日
ごはん さんかくパン ごはん　 コッペパン ごはん

にがうり　こんにゃく　にんにく グリンピース こまつな　だいこん　かぼす

きゅうり

だいず　きなこ　ヨーグルト こんぶ　ハム

調子を整える
にんじん　ごぼう　いんげん にんじん　玉ねぎ　マッシュルーム にんじん　ねぎ　しいたけ

血や肉になる
牛乳　とり肉　あつあげ　うずら卵 牛乳　牛肉　ぶた肉　こうやどうふ 牛乳　たまご　とうふ　かまぼこ

ぶた肉　みそ　やきのり

熱や力になる
ごはん　じゃがいも　油　さろう パン　バター　スパゲティ ごはん　ごま　ごま油　さとう

ごま 油　さとう

ゴーヤみそ こくとうビーンズ かみかみあえ
手まきのり ヨーグルト

にんじん　ねぎ キャベツ　こまつな　ピーマン にんじん　ねぎ　ほうれん草　 パセリ

月 火 水 木 金
１日 ２日 ３日

ごはん ミルクバターロール ゆかりごはん
うまに ミートスパゲティ かきたま汁

杵築市学校給食センター

食育の日

今月の杵築市の食べ物

ごはん みそ

葉ねぎ きゅうり

にら 白ねぎ

なす にがうり

ピーマン

オリパラ給食

今月は、新型コロナウイルス影響で打撃を受けた

業者を支援するため、県よりおおいた和牛とハモが

提供されます。おおいた和牛は、１０日（金）のハッ

シュドビーフに使用し、ハモは１７日（金）に使用する

予定です。

どちらも高級食材です。おいしくいただきましょう！
おおいた和牛は、豊後牛の中でも肉質などから５段階評

価し、４等級以上を「おおいた和牛と」よばれています。

4･5等級

2･3等級

おおいた和牛

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 654 26.4

中学校基準 830 30.0

中学校平均 793 31.2

今月の栄養価


