
☆十五夜献立☆ 牛乳 鶏肉・芽ひじき にんじん 長ねぎ 精白米 白玉粉

大豆ひじきごはん 油揚げ・大豆 ししゃも ごぼう さとう 白ごま・黒ごま

ししゃもの利休焼き 豚肉 みそ さやいんげん つきこんにゃく じゃがいも

ごぼうのピリ辛・みそ汁 豆腐 きなこ たまねぎ ごま油

月見団子 生揚げ わかめ えのきたけ 油

ごはん・のりの佃煮 牛乳 干しのり 長ねぎ キャベツ 精白米 さとう

豆腐ナゲット 鶏ひき肉 たまご しょうが もやし 油 小麦粉

野菜のごまあえ 押し豆腐 にんじん たまねぎ でんぷん 白ごま

すまし汁 こまつな 干ししいたけ すりごま じゃがいも

手作りピザトースト 牛乳 ベーコン たまねぎ しょうが キャベツ 強力粉 小麦粉

ポトフ ハム チーズ エリンギ セロリ りんごジュース さとう 油

アップルゼリー 豚肉 ウインナー ピーマン だいこん じゃがいも

寒天 にんにく にんじん

わかめごはん 牛乳 炊き込みわかめ にんじん えのきたけ 精白米 白ごま

大豆いりコロッケ 豚ひき肉 大豆 たまねぎ こまつな 油 じゃがいも

ひじきとツナのあえもの 芽ひじき ツナ きゅうり ポテトフレーク さとう

みそ汁 みそ 油揚げ キャベツ 小麦粉 パン粉

チキンカレー 牛乳 鶏肉 にんにく にんじん パセリ 精白米 油

ひよこまめのスープ ベーコン 豚肉 しょうが ホールトマト オレンジジュース じゃがいも はちみつ

オレンジゼリー ひよこまめ 寒天 たまねぎ りんご バター 小麦粉

セロリ キャベツ さとう

チャーハン 牛乳 焼き豚 にんじん たけのこ もやし 精白米 油・ネギ油

春雨スープ なると たまご たまねぎ 干ししいたけ こまつな ラード 白ごま

中華わかめサラダ 豚肉 わかめ 長ねぎ にんにく キャベツ 緑豆春雨 ごま油・練りごま

ピーマン しょうが きゅうり さとう じゃがいも

秋なすの麻婆丼 牛乳 豚ひき肉 にんにく なす チンゲンサイ 精白米・米粒麦 油・ごま油

たまごと野菜の中華スープ みそ 鶏肉 しょうが ピーマン そうめん でんぷん・さとう

いが栗くん たまご いんげん 長ねぎ きくらげ 小麦粉 じゃがいも

生クリーム にんじん たまねぎ さつまいも バター

醤油ラーメン 牛乳 豚ひき肉 しょうが にんじん 干ししいたけ 冷凍中華麺 ごま油

手作り肉まん 刻み昆布 豚肉 にんにく キャベツ たけのこ さとう ラード

グレープゼリー たまご 長ねぎ もやし ぶどうジュース 小麦粉 バター

寒天 水煮メンマ きくらげ でんぷん ネギ油

さつまいもごはん 牛乳 さんま しょうが キャベツ こまつな 精白米 さつまいも

さんまの松前煮 豚肉 豆腐 にんにく たまねぎ 黒ごま さとう

野菜炒め みそ ピーマン えのきたけ 油 でんぷん

みそ汁 昆布 赤パプリカ 長ねぎ じゃがいも ごま油

ガパオライス 牛乳 鶏ひき肉 にんにく 赤パプリカ にんじん 精白米 米粒麦

青菜のスープ 大豆 うずら卵 切干大根 ピーマン こまつな 油 ごま油

コーヒーゼリー 鶏肉 寒天 たまねぎ バジル じゃがいも 小麦粉

生クリーム ぶなしめじ しょうが でんぷん さとう

ごはん・青菜とじゃこの炒り煮 牛乳 ちりめんじゃこ 高菜漬け 干ししいたけ たまねぎ 精白米 油

鶏肉のピリ辛焼き 鶏肉 豆腐 にんにく ごぼう こまつな ごま油 白ごま

根菜の煮物 乾燥わかめ しょうが にんじん さとう じゃがいも

みそ汁 みそ 長ねぎ さやいんげん でんぷん お麩

豆腐のうま煮丼 牛乳 豚肉 しょうが 長ねぎ 葉ねぎ 精白米 米粒麦

たこ揚げポテト 押し豆腐 ベーコン にんじん こまつな 油 つきこんにゃく

すまし汁 たまご たこ たまねぎ 紅しょうが さとう でんぷん・小麦粉

あおのり 高野豆腐 干ししいたけ えのきたけ じゃがいも

きのこごはん 牛乳 鶏肉 にんじん たまねぎ ゆず 精白米 油

五目厚焼きたまご 油揚げ 鶏ひき肉 しめじ 葉ねぎ こまつな じゃがいも さとう

ゆず大根 たまご ひじき まいたけ だいこん はくさい でんぷん ごま油

水炊き汁椀 豆腐 さやいんげん きゅうり 長ねぎ

手作り揚げパン 牛乳 きな粉 にんにく パセリ 強力粉 小麦粉

ホワイトシチュー 鶏肉 生クリーム セロリ キャベツ さとう オリーブ油

オリーブオイルサラダ たまねぎ こまつな 油 じゃがいも

にんじん 赤パプリカ バター

五目やきそば 牛乳 豚肉 にんじん 紅しょうが 油 蒸し中華麺

わかめスープ さくらえび いか たまねぎ しょうが 白ごま・黒ごま さつまいも

大学芋塩味 むきえび 青のり キャベツ 長ねぎ さとう 水あめ

鶏肉 豆腐・わかめ こまつな

☆伊那市からの長ねぎ☆ 牛乳 豚肉 ゆかり きゅうり 精白米 白ごま

ごはん・ゆかりふりかけ たまご 塩昆布 長ねぎ だいこん 油 小麦粉

長ねぎいり串カツ 油揚げ みそ キャベツ はくさい パン粉

野菜の塩昆布あえ・みそ汁 豆腐 にんじん こまつな

深川めし 牛乳 あさり しょうが だいこん 精白米 米粒麦

焼魚おろし添え 油揚げ さば にんじん こまつな 油 さとう

小松菜のピリ辛炒め 豚ばら肉 みそ ごぼう もやし ごま油 じゃがいも

豚汁 豆腐 さやいんげん 長ねぎ さつまいも

スパゲティミートソース 牛乳 チーズ にんにく ホールトマト ミックスベジタブル スパゲティ 油

キャベツスープ ベーコン 大豆 セロリ トマトピューレ さとう バター

ジャーマンポテト 豚ひき肉 豚肉 たまねぎ もやし 小麦粉 じゃがいも

ウインナー 生クリーム にんじん キャベツ

ビビンバ丼 牛乳 豚ひき肉 にんにく 大豆もやし たけのこ 精白米 油

韓国スープ 大豆 刻み昆布 しょうが こまつな キャベツ さとう ごま油

セサミブランマンジェ 豚ばら肉 たまご 切干大根 干ししいたけ 長ねぎ 白ごま でんぷん

寒天 生クリーム にんじん たまねぎ にら 練りごま

ごはん・とらねこふりかけ 牛乳 たまご しょうが もやし 精白米 油

鶏のからあげ ツナ 鶏肉 にんじん 干ししいたけ でんぷん 白ごま

野菜のごまじょうゆ 豆腐 ほうれんそう こまつな 練りごま

すまし汁 あおさ キャベツ 長ねぎ

ごはん・切干大根のカリカリ 牛乳 切干大根 キャベツ 果物 精白米 白ごま

鮭のチャンチャン焼き みそ しょうが こまつな さとう ごま油

ブロッコリーおかかあえ 油揚げ にんじん ブロッコリー バター 油

けんちん汁 鮭 たまねぎ だいこん じゃがいも

果物（柿かりんごを予定） かつお節 ごぼう 長ねぎ こんにゃく

☆ハロウィン献立☆ 牛乳 ウインナー にんにく セロリ かぼちゃ 精白米 油

ガーリックバターライス ベーコン 豚肉 ミックスベジタブル にんじん バター じゃがいも

ポークビーンズ 大豆 たまご たまねぎ しょうが でんぷん さとう

手作りパンプキンプリン 生クリーム 乾燥パセリ トマトピューレ コーンスターチ

29 木 ○

エネルギー 784 Kcal

たんぱく質 34.5 g

2 金 ○
エネルギー 771

28 水 ○
エネルギー 788

たんぱく質 27.9

エネルギー 908

エネルギー 855

エネルギー 813

エネルギー 752

エネルギー 801

g

エネルギー 902 Kcal

たんぱく質

体の調子を整える

神無月

たんぱく質 29.4

Kcal

たんぱく質 25.7 g

Kcal

たんぱく質 28.3 g

エネルギー 890 Kcal

エネルギー 818

Kcal

たんぱく質 32.2 g

8 木 ○
エネルギー 751 Kcal

たんぱく質 27.1 g

金9 ○

Kcal

たんぱく質 32.8 g

12 月 ○
エネルギー 905 Kcal

たんぱく質 24.5 g

Kcal

たんぱく質 32.9 g

14 水 ○
エネルギー 828 Kcal

たんぱく質 25.7 g

Kcal

たんぱく質 33.5 g

16 金 ○
エネルギー 870 Kcal

たんぱく質 32.2 g

20 火 ○
エネルギー 887 Kcal

たんぱく質 26.1 g

○
エネルギー 916 Kcal

たんぱく質 36.0 g

Kcal

たんぱく質 30.5 g

Kcal

g

789エネルギー

30 金 ○
エネルギー 938 Kcal

たんぱく質 30.8 g

27 火 ○
エネルギー 851 Kcal

たんぱく質 28.2 g

26 月

エネルギー 845 Kcal

たんぱく質 31.2 g

23 金 ○
エネルギー 807 Kcal

たんぱく質 36.5 g

830 Kcal

たんぱく質 ２７～４１ g

今月の平均値
エネルギー 840 Kcal

たんぱく質 30.7 g
エネルギー

※材料や天候等の都合により、献立を変更することがあります。ご了承ください。

１０月　献 立 表

○月5

○水7

学校給食摂取量

22 木 ○

21 水 ○

19 月 ○

15 木 ○

13 火 ○

令和２年１０月

牛込第一中学校

血や肉になる

○火6

赤の食品
献　　立　　名

牛
乳

曜
日

日

1 木 ○

Kcal

たんぱく質 27.9 g

g

黄色の食品
栄　養　価

働く力になる
緑の食品

40.3


