
11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 ごはん さばみぞれ煮　栄養だし 米　油　砂糖　 人参　白菜　えのきたけ　

火 さばみぞれ煮 鶏肉団子　みそ　豚肉 しめじ　ねぎ　小松菜　 36.4g 26.7g

鶏団子のみそ汁 竹輪　牛乳 大根　いんげん 352mg 2.7g

2 ごはん 豚肉　かまぼこ　牛乳 米　砂糖　落花生 ごぼう　こんにゃく　玉ねぎ　しめじ

水 ゆで落花生 えのきたけ　グリンピース　小松菜 34.5g 25.6g

豚丼の具 人参　キャベツ　もやし　キウイフルーツ 376mg 2.2g

4 中華めん 鶏肉　豚肉　なると 中華めん　小麦粉　油 にんにく　しょうが　人参　もやし

金 ヤンニョムチキン わかめ　牛乳 砂糖　ごま　でん粉 きくらげ　メンマ　小松菜　ねぎ 34.5g 29.2g

ツルカメラーメンスープ 杏仁豆腐　マンゴーゼリー みかん　黄桃　パイン 401mg 4.0ｇ

7 ごはん 豚肉　もずく　 米　小麦粉 玉ねぎ　えのきたけ　小松菜

月 ヒレカツ 卵　生揚げ パン粉　油 しょうが　椎茸　人参　たけのこ 39.3g 25.5g

もずくと卵のすまし汁 おしゃべりみそ　牛乳 砂糖 ピーマン　赤ピーマン 394mg 2.1g

8 ごはん あじ揚げ煮油淋風　 米　ごま油　トック　ごま 人参　たけのこ　椎茸　玉ねぎ

火 あじ揚げ煮油淋風 鶏肉 アーモンド　ジャイアントコーン チンゲン菜　もやし　赤ピーマン 31.5g 25.6g

トックスープ 牛乳 落花生　カシューナッツ 切り干し大根　小松菜 365mg 2.0ｇ

9 コッペパン 肉団子　ベーコン　 パン　じゃが芋　油 玉ねぎ　人参　コーン　

水 肉団子② あさり　牛乳　ウインナー 白いんげん豆　プリン パセリ　キャベツ　 34.5g 24.0g

クラムチャウダー ジョア ベシャメルソース　苺ジャム カリフラワー　赤ピーマン 933mg 3.6g

10 さつまいもごはん いわし梅煮　栄養だし 米　ごま 人参　しめじ　えのきたけ

木 いわし梅煮 油揚げ　みそ　豚肉　 さつま芋 まいたけ　白菜　 43.0g 26.5g

きのこのみそ汁 焼き豆腐　チーズ　牛乳 砂糖 こんにゃく　いんげん　ねぎ 653mg 3.6g

11 玄米入りごはん 牛肉　チーズ 米　発芽玄米　油　バター にんにく　玉ねぎ　マッシュルーム

金 ビーフハヤシ 牛乳 デミグラスソース　ハヤシルウ トマト　キャベツ　ブロッコリー 29.9g 26.1g

チーズサラダ はちみつ　ドレッシング　生クリーム 赤ピーマン　きゅうり　りんご 323mg 2.3g

14 ごはん 鶏肉　栄養だし　豆腐 米　でん粉　 玉ねぎ　レモン　人参

月 鶏肉のマリネ 油揚げ　みそ　わかめ 小麦粉　油 大根　いんげん　ねぎ 30.9g 28.4g

豆腐とわかめのみそ汁 豚肉　牛乳 ごま油　砂糖　 もやし　ピーマン　赤ピーマン 395mg 2.6g

15 ごはん 豚肉　揚げボール　竹輪 米　砂糖　 しょうが　にんにく　　ねぎ

火 豚肉ねぎ塩焼き うずら卵　昆布　がんもどき ごま油　ごま 人参　大根　こんにゃく　 36.4g 30.5g

おでん 牛乳 ウエハース 小松菜　もやし　赤ピーマン 680mg 3.0ｇ

16 黒糖パン チーズオムレツ　鶏肉 パン　じゃがいも 玉ねぎ　人参　マッシュルーム　かぶ

水 チーズオムレツ 豆乳　ウインナー 米粉　オリーブ油 コーン　ブロッコリー　にんにく 33.1g 35.8g

豆乳クリームスープ 牛乳 アスパラガス　赤ピーマン　オレンジ 518mg 2.2g

17 ごはん 鮭　みそ　 米　ごま油　砂糖 しょうが　ねぎ　こんにゃく

木 鮭てり焼き 栄養だし　 ごま　里芋　くるみ 人参　まいたけ　小松菜　 36.0g 24.1g

芋煮汁 牛肉　牛乳 ラ・フランスゼリー いんげん　キャベツ　赤ピーマン 329mg 2.5g

18 スパゲティ 豚肉　牛肉 スパゲティ　オリーブ油　ハヤシルウ にんにく　人参　セロリー

金 ミートソース スキムミルク デミグラスソース　バラー　さつま芋 玉ねぎ　マッシュルーム　ブロッコリー 31.9g 25.9g

さつまいもサラダ 粉チーズ　牛乳 砂糖　ドレッシング　レモンタルト トマト　カリフラワー　赤ピーマン 494mg 1.7g

21 ごはん ごぼうメンチカツ　栄養だし 米　じゃが芋 にんにく　しょうが　人参　

月 ごぼうメンチカツ 豚肉　みそ　さつまあげ 油　ごま油　　 玉ねぎ　コーン　小松菜　 28.9g 22.9g

どさんこ汁 油揚げ　牛乳　煮干し 砂糖　ごま 椎茸　切り干し大根 399mg 2.4g

22 ごはん いか　卵　豚肉　牛乳 米　でん粉　油　ごま油 にんにく　しょうが　ねぎ　人参　

火 イカチリソース ラー油　砂糖　マロニー 椎茸　えのきたけ　コーン 33.2g 23.9g

レンフォアタン 春雨 チンゲン菜　たけのこ　にら　 303mg 3.2g

24 ごはん 豚肉　卵　スキムミルク 米　パン粉　でん粉 しょうが　ねぎ　赤ピーマン

木 あっぴいちゃんのおしゃべりバーグ おしゃべりみそ ごま　油　ごま油 人参　れんこん　かぶ 36.0g 23.7g

旭の食材たっぷり旭幽学豚汁 みそ　ひじき　牛乳 棒餅　砂糖 こんにゃく　枝豆 359mg 3.0ｇ

25 ごはん 厚焼き卵　鶏肉 米　ほうとう　油 人参　大根　ごぼう　

金 厚焼玉子 油揚げ　ベーコン　 じゃが芋　砂糖 白菜　ねぎ　こんにゃく　 30.9g 23.7g

煮ぼうとう 牛乳　ヨーグルト ごま　 玉ねぎ　椎茸　グリンピース 502mg 2.3g

28 ごはん ほっけフライ　栄養だし 米 人参　白菜

月 ほっけフライ 生揚げ　みそ　鶏肉 油 ねぎ　玉ねぎ 36.6g 28.5g

白菜のみそ汁 凍り豆腐　卵　牛乳 砂糖 グリンピース 590mg 2.4g

29 キラリもち麦ごはん 豆腐ナゲット　 米　キラリもち麦　カレールウ にんにく　しょうが　玉ねぎ　

火 豆腐ナゲット② 鶏肉 油　ドレッシング　レンズ豆 セロリー　人参　キャベツ　 29.5g 28.2g

鶏肉とレンズ豆のキーマカレー ひじき　牛乳 ひよこ豆　マヨネーズ もやし　きゅうり　赤ピーマン　 311mg 2.6g

30 ロールパン ほきタルタルフライ　牛乳 パン　油　 にんにく　玉ねぎ　人参

水 ほきタルタルフライ 豚肉　大豆　チーズ じゃが芋　白いんげん豆 トマト　アスパラガス　キャベツ 32.7g 37.8g

ポークビーンズ ツナ　生クリーム 砂糖　ドレッシング きゅうり　赤ピーマン 338mg 2.9g

基準栄養量 エネルギー　  830kcal ＊材料の都合により エネルギー 856kcal

たんぱく質 　 26～41g 献立を変更することがあります。 たんぱく質 33.9g

脂　　質　　  18～27g 脂　　質 27.1g

カルシウム　　  450mg カルシウム 450mg

塩　　分　  　   2.5g 塩　　分 2.7g

〇

牛乳からいろいろ♪

　
11月は山形県！芋煮とくるみあえ、
ラ・フランスゼリーを味わって下さい。

　　　☆地産地消デー☆
今日の献立は、匝瑳市や千葉県内
で生産された食材を多く使用してい
ます。

〇
さつまいもは秋に収穫を迎えます。ビ
タミンCがりんごの約5倍含まれてい
ます。

ジ

ョ
ア

読書週間（10/27～11/9）
『チョコちゃんと給食』より、本に登場
する給食を再現しました。

840kcal

＊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。

　混ぜている為です。

〇

　＊11月分の給食費の引き落としは、11月30日（水）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

いんげんくるみあえ

ラ・フランスゼリー

〇

841kcal

887kcal

〇

はしを正しく持とう

もやしカレー炒め

823kcal

肉豆腐

チーズ

〇
ビーフハヤシは、国産牛肉と玉ね
ぎ、県内産のマッシュルームを使っ
て作ります。

りんご

859kcal

切り干し大根ナムル 〇

11月8日は、「いい歯の日」です。噛
みごたえのある切り干し大根をナム
ルにしました。よくかんで食べましょ
う。

プリン

苺ジャム

ミックスナッツ

〇

読書週間（10/27～11/9）
『かいけつゾロリあついぜ！ラーメン
対決』より、星５つのツルカメラーメン
が登場です。

844kcal

フルーツ杏仁

生揚げみそ煮

841kcal

〇

ひきつづき
読書週間（１０／２７～11／９）
本にちなんだ料理が
登場します♪

841kcal

大根そぼろ煮

せっけんで
手を洗おう

886kcal

令和４年 予定献立表（中学校） 　匝瑳市学校給食センター
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牛
 
乳

お　も　な　材　料　と　そ　の　働　き

一　口　メ　モ

エネルギー

レモンタルト

852kcal

838kcal

よくかんで食べよう

〇

〇

レンフォアタン【蓮花湯】は、卵が
スープの中で花が連なっているよう
に見えることから名前がつけられまし
た。

ウエハース

マーボー風炒め

845kcal

〇切干大根煮

かみかみ煮干し

〇

オレンジ

835kcal

〇

　　食器を大切に使いましょう。 857kcal

ごまあえ

野菜炒め

かまぼこのおひたし

キウイフルーツ

〇

　　　＊東総まんきつ給食＊
和食給食レシピコンテストで大賞となっ
た八二中の神澤咲良さんが考案した
ハンバーグです。

880kcal

あごをきたえるシャキシャキれんこんきんぴら

876kcal

ジャーマンポテト

ふりかけ

〇

ほうとうは、山梨県の郷土料理で
す。小麦粉を練って平らに切ったほ
うとうめんを、たっぷりの具材と煮込
んだ料理です。

867kcal

じゃがいもベーコン和風煮

ヨーグルト

アスパラとツナのサラダ

〇

親子煮は、鶏肉と卵が親子の関係
になることから名前が付けられまし
た。鶏肉を煮て、卵でとじた料理で
す。

883kcal

親子煮

〇

879kcal

フムス風サラダ

　
開催地「カタール」は、秋田県とほぼ
同じ大きさで、イスラム教徒が多い
国です。料理については、給食だより
でお伝えします。

〇

858kcal

日本一周！ぐるっとグルメ

サッカー
ワールドカップ

～世界の料理を食べよう～


