
10月

日 血や肉になるもの 働く力になるもの 体の調子を整えるもの たんぱく質 脂　質

赤色の食品 黄色の食品 緑色の食品 カルシウム 塩　分

1 スパゲッティ ベーコン ｽﾊﾟｹﾞｯﾃｨ　スティックドーナツ　あぶら　ひよこまめ にんにく　にんじん　たまねぎ　ﾏｯｼｭﾙｰﾑ

金 スティックドーナツ ツナ オリーブゆ　ハヤシルウ　さとう　なまクリーム しめじ　エリンギ　トマト　ピーマン　あかピーマン 19.8g 12.1g

きのことツナのトマトソース ジョア しろいんげんまめ　ｱｰﾓﾝﾄﾞ　ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ きピーマン　きゅうり　キャベツ 685mg 1.5g

4 ごはん とりにく　おしゃべりみそ　えいようだし こめ にんじん　だいこん　こんにゃく　

月 とりのみそチーズやき あぶらあげ　さつまあげ　みそ さつまいも えのき　こまつな　ねぎ　しいたけ 19.8g 15.3g

さつまじる チーズ　ぎゅうにゅう ごま　さとう しめじ　いんげん 338mg 1.5g

5 ごはん ぶたにく こめ　さつまいも　みずあめ にんじん　たけのこ　しいたけ　チンゲンサイ

火 だいがくいも とりにく ごま　さとう　じゃがいも　あぶら しょうが　にんにく　れんこん　たまねぎ 17.3g 13.4g

トックいりスープ ぎゅうにゅう トック　でんぷん　ごまあぶら きくらげ　きﾋﾟｰﾏﾝ　あかﾋﾟｰﾏﾝ　にら　コーン 269mg 1.3g

6 きなこ パン　あぶら　さとう　じゃがいも にんにく　にんじん　ﾏｯｼｭﾙｰﾑ

水 きなこあげパン ぎゅうにく ブラウンルウ　ハヤシルウ　マヨネーズ たまねぎ　グリンピース　キャベツ　 15.2g 18.9g

ビーフシチュー ジョア デミソース　こめこ　マカロニ コーン　きゅうり　かき 261mg 1.6g

7 げんまいいりごはん ぶたにく　えび　イカ　 こめ　はつがげんまい　あぶら しょうが　しいたけ　にんじん　たまねぎ　

木 ちゅうかどんのぐ とりにく さとう　でんぷん　だいふく はくさい　ヤングコーン　ねぎ　キャベツ 18.9g 15.5g

バンバンジー みそ　ぎゅうにゅう ドレッシング　 こまつな　きゅうり　あかピーマン　 263mg 1.5g

8 ごはん いわしごまフライ　 こめ　あぶら　じゃがいも　 にんじん　だいこん

金 いわしごまフライ とうふ　あぶらあげ　ツナ でんぷん　ごま こまつな　ねぎ 19.5g 19.2g

じゃがいもとこまつなのみそしる みそ　たまご　ぎゅうにゅう むらさきいもチップス キャベツ　もやし　 359mg 1.4g

11 ごはん ぶたにく　みそ　とりにく こめ　さとう にんじん　だいこん　えのき　はくさい　ねぎ

月 ぶたにくみそやき とうふ　あぶらあげ　 ごまあぶら ごぼう　れんこん　こんにゃく　いんげん 23.3g 18.5g

ちゃんこじる ぎゅうにゅう ごま しょうが　にんにく　たまねぎ　 327mg 1.7g

12 ごはん あかうお　みそ　あぶらあげ こめ　でんぷん　あぶら しょうが　にんじん　だいこん

火 あかうおごまだれかけ とうふ　わかめ　ぶたにく ごま　さとう　 なめこ　こまつな　ねぎ　　しいたけ 23.6g 16.5g

なめこのみそしる あつあげ　ぎゅうにゅう じゃがいも たまねぎ　こんにゃく　えだまめ 324mg 2.0ｇ

13 ミルクロールパン だいず　ぶたにく　ぎゅうにく　 パン　パンこ　ごま しょうが　りんご　たまねぎ　にんじん　

水 まめいりハンバーグ たまご　スキムミルク　とりにく さとう　じゃがいも キャベツ　ほうれんそう　マッシュルーム 23.8g 19.4g

マカロニスープ ベーコン　にぼし　ぎゅうにゅう マカロニ　バター　 セロリー　いんげん　コーン　あかピーマン 343mg 1.9g

14 キラリもちむぎごはん ぶたにく　スキムミルク　 こめ　キラリもちむぎ　あぶら にんにく　しょうが　

木 ポークカレー ひじき　かいそう じゃがいも　カレールウ　ごま にんじん　たまねぎ 17.0ｇ 15.7g

かいそうとゴマのサラダ ぎゅうにゅう ごまあぶら　ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ　さとう えだまめ　もやし　りんご 279mg 1.4g

15 ちゅうかめん ししゃも　たまご ちゅうかめん　あぶら　 にんにく　しょうが　にんじん　もやし　

金 ししゃものこめこあげ ぶたにく　ヨーグルト ごまあぶら　ラーゆ たまねぎ　ｷｬﾍﾞﾂ　ﾁﾝｹﾞﾝｻｲ　きくらげ　　 23.9g 15.6g

チャンポンスープ なると　ぎゅうにゅう ナタデココ　こめこ　ごま みかん　パイン　おうとう　りんご 359mg 2.2g

18 ごはん さばみそに　とりにく　 こめ　だまこもち ごぼう　こんにゃく　こまつな　

月 さばみそに だいず　ひじき あぶら　さとう れんこん　しいたけ　にんじん 21.8g 13.3g

だまこもちじる あつあげ　ジョア しめじ　いんげん　ねぎ 725mg 1.7g

19 ごはん さけ　ぶたにく　あぶらあげ　 こめ　ごまあぶら　 しょうが　ねぎ　にんじん　だいこん

火 さけてりやき とうふ　みそ　えいようだし　　 ごま　さつまいも ごぼう　こんにゃく　こまつな 23.7g 16.9g

おしゃべりとんじる おしゃべりみそ　ぎゅうにゅう らっかせい　さとう ほうれんそう　もやし　あかピーマン 328mg 1.4g

20 ロールパン ベーコン　 パン　やさいコロッケ　 にんにく　セロリー　たまねぎ

水 やさいコロッケ チーズ　 あぶら　ｵﾘｰﾌﾞゆ　じゃがいも にんじん　ｷｬﾍﾞﾂ　ﾄﾏﾄ　ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ　 16.6g 21.5g

ミネストローネ ぎゅうにゅう マカロニ　ドレッシング あかピーマン　きゅうり 371mg 2.0ｇ

21 ごはん いか　とりにく　とうふ こめ　でんぷん　 レモン　しいたけ　にんじん

木 いかレモンソース みそ　たまご さとう　ごまあぶら たまねぎ　だいこん 24.8g 17.9g

にらたまじる ぶたにく　ぎゅうにゅう あぶら　ごま にら　はくさいキムチ　ねぎ 295mg 1.8g

22 ごはん とりにく　 こめ　ごまあぶら にんにく　バジル　にんじん　ねぎ

金 アドボふうてりやきチキン（おすのき
いたあじつけ）

ぶたにく さとう　じゃがいも こまつな　だいこん　たまねぎ　 19.9g 15.9g

ニラガ(フィリピンふうポトフ) ぎゅうにゅう あぶら　　ビーフン　 きくらげ　キャベツ　もやし　 252mg 1.7g

25 ごはん あじみそフライ こめ　あぶら　オリーブゆ にんじん　えのき　もやし　

月 あじみそフライ にくだんご　とりにく マロニー　さといも はくさい　こまつな 21.0ｇ 22.2g

はくさいとにくだんごのスープ あぶらあげ　ぎゅうにゅう さとう　 しいたけ　こんにゃく　ねぎ 391mg 1.9g

26 ごはん えいようだし　とうふ　わかめ こめ　ごまあぶら だいこん　えのき　こまつな　

火 ねぎしおぶたどんのぐ あぶらあげ　みそ　ぶたにく でんぷん ねぎ　もやし　キャベツ　にんじん 23.6g 16.4g

だいこんとわかめのみそしる ヨーグルト　ぎゅうにゅう ごま にんにく　あさつき　レモン 403mg 1.6g

27 ソフトフランスパン ウインナー　たまご　チーズ パン　なまクリーム にんにく　にんじん　ﾏｯｼｭﾙｰﾑ

水 ウインナーエッグ とりにく　スキムミルク あぶら  ニョッキ　 たまねぎ　ほうれんそう　しめじ　 25.7g 23.3g

かぶのクリームスープ ベーコン　ぎゅうにゅう ベシャメルソース　 かぶ　あかピーマン　ブロッコリー 386mg 2.1g

28 キラリもちむぎごはん ぶたにく こめ　キラリもちむぎ　あぶら にんにく　にんじん　たまねぎ　

木 チョコハヤシ スキムミルク デミソース　ハヤシルウ エリンギ　しめじ　トマト　マッシュルーム 17.3g 17.5g

コールスロー ぎゅうにゅう なまクリーム　ドレッシング キャベツ　きゅうり　コーン　オレンジ 265mg 1.3g

29 うどん ぶたにく　たまご　えいようだし うどん　こめこ　てんぷらこ　 にんじん　きゃべつ　えだまめ

金 おこのみふうかきあげ あおのり　かつおぶし　あぶらあげ やまいも　あぶら　カレールウ コーン　ねぎ　たまねぎ　しめじ 23.0ｇ 19.4g

カレーうどんじる ちりめんじゃこ　ぎゅうにゅう さとう　でんぷん こまつな　えのき　ほうれんそう 340mg 2.4g

基準栄養量 エネルギー　  490kcal ＊材料の都合により　 エネルギー 503kcal

たんぱく質 　　15～24g 献立を変更することがあります。 たんぱく質 20.9g

脂　　質　　   10～16g 脂　　質 17.3g

カルシウム　　  290mg カルシウム 360mg

塩　　分　  　   1.5g 塩　　分 1.7g

キムチは白菜などの野菜、塩、とうがら
し、魚介の塩辛、にんにくなどを使った
漬物で、朝鮮半島でよく作られていまし
た。

10月は「フィリピン」です。県内の複数の
市で姉妹都市等の交流があります。

527kcal

493kcal

486kcal

♪(？)の愛護デークイズ♪
人参に含まれる「ベータカロテン」は、体
のどの部分に良い効き目がある？
①頭　②目　③髪の毛

515kcal

塩肉じゃがは、だしと黒こしょうをピリリ☆
ときかせて、いつもとはひとあじ違う味に
仕上げます。

512kcal

ちりめんあえ ○
『わすれんぼうにかんぱい！』より、お好
み焼きです。給食ではお好み風かき揚
げとして提供します。

530kcal

○

『プカプカチョコレー島２』よりチョコハヤ
シ♪以前、椿海小のお友達から教えて
もらった本です♪チョコレートでできた島
にのって旅へ出よう！

483kcal

オレンジ

○

『おおきなかぶ』より、かぶのクリーム
スープです。小学1年生の教科書にも
のっている有名なおはなし。教室から『う
んとこしょどっこいしょ』の元気な声が・・・

521kcal

ブロッコリーソテー

○
読書週間（10/27～11/9）
本にちなんだ料理が給食に!?今年もやり
ます『おはなし給食』

492kcal

ヨーグルト

○

里芋は、ほかの芋と比べてカリウムという
ミネラルを多くふくんでいます。カリウム
は塩分を体の外へ出す役割がありま
す。

521kcal

さといもととりにくのにもの

ふりかけ

パンシットビーフン

○

519kcal

ぶたにくとだいこんのキムチに
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473kcal

きりぼしだいこんに
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513kcal

アーモンドサラダ

○

531kcal

プルコギいため
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今日のビーフシチューは
もも、かた、バラの
３種類の肉を使用し、
おいしく煮込みます。

478kcal

マカロニサラダ

かき

発芽玄米には食物せんいやビタミンが
豊富に含まれています。

491kcal

ミルクだいふく ○

にんじんしりしり（おきなわけんのりょうり）

むらさきいもチップス

○

「シャキシャキ」「ポリポリ」きんぴらはどん
な音？給食では黙食が続いています
が、この機会に、じっくり食材の食感を味
わいましょう。

505kcal

ごもくきんぴら ○

しおにくじゃが ○

○

昨年から、みなさん手洗い習慣が身に
ついてきていますね。手荒れ予防に、よ
く泡を落として、清潔なハンカチでふき
取ることも意識しましょう。

500kcal

いんげんソテー

かみかみにぼし

○

ひじきに

○

ジ

ョ
ア

だまこもちは、うるち米を使った秋田県の
郷土料理です。ごはんを粒が残るくらい
につぶし、球状に丸めて、鍋の具にしま
す。

給食で人気メニューのラーメン。温かい
うちに食べられるよう、すばやく準備しま
しょう。

りんご

○

ヨーグルトあえ

★地産地消デー★
市内産の有機米が登場します。他の料
理にも匝瑳市産の食材をたっぷり使用
しています。

496kcal

ピーナッツあえ

○

サラダに５ミリ角のチーズを入れました。
料理に乳製品を使うことで、成長期に不
足しがちなカルシウムを補うことができま
す。

510kcal

チーズサラダ

○

474kcal

秋は新米がおいしい季節です。給食でも
10月から新米になります。４、５日は、ち
ばみどり農協より寄贈された「粒すけ」
500ｋｇを使用します。味わって食べま
しょう。

＊栄養だしは、県内産いわし、かつおを燻して粉末にした「天然のだし」です。

＊おしゃべりみそは、市内で無農薬で作られた大豆から作る「手作りみそ」です。

＊米は、市内産を使用します。

　＊１０月分の給食費の引き落としは、１１月１日（月）です。口座の確認をお願いします。

＊ごはんに黄色い米が混じることがあります。これは炊飯時にビタミンを強化した米を混ぜている為です。

★８日のクイズの答え★
②目・・・ベータカロテンは体の中でビタミンＡに変身！目の保護をしてくれます。８日の給食には目の健康
に良いものをたくさん取り入れました。青魚⇒ＤＨＡ(ドライアイ予防)，じゃがいも⇒ビタミンＣ（充血を防
ぐ），むらさきいも⇒アントシアニン(疲れ目の回復)

給食ワールドツアー


