
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 えいようだし　とりにくだんご こめ　わふうコロッケ にんじん　はくさい　えのきたけ

火 わふうコロッケ みそ　ぶたにく あぶら　さとう しめじ　ねぎ　こまつな　 18.4g 17.6g

とりだんごのみそしる ちくわ　ぎゅうにゅう だいこん　いんげん 284mg 2.2g

2 ごはん ぶたにく こめ　　 ごぼう　こんにゃく　たまねぎ　しめじ

水 ゆでらっかせい かまぼこ さとう えのきたけ　グリンピース　こまつな 22.5g 18.2g

ぶたどんのぐ ぎゅうにゅう らっかせい にんじん　キャベツ　もやし　キウイフルーツ 308mg 1.5g

4 ちゅうかめん しゅうまい　ぶたにく 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 しゅうまい なると　わかめ あんにんどうふ きくらげ　メンマ　こまつな　ねぎ 20.1g 15.2g

ツルカメラーメンスープ ぎゅうにゅう マンゴーゼリー みかん　おうとう　パイン 313mg 2.6g

7 ごはん とりにく　もずく　たまご こめ　あぶら しょうが　にんにく　たまねぎ　こまつな　

月 とりにくねぎしおやき なまあげ   おしゃべりみそ さとう　ごまあぶら えのきたけ　しいたけ　にんじん　ねぎ 22.8g 18.8g

もずくとたまごのすましじる ぶたにく　ぎゅうにゅう ウエハース たけのこ　ピーマン　あかピーマン 609mg 1.8g

8 ごはん いか　 こめ　でんぷん　あぶら にんにく　しょうが　にんじん　たけのこ

火 イカチリソース とりにく ごまあぶら　ラーゆ　さとう しいたけ　たまねぎ　チンゲンサイ　もやし　 20.1g 16.1g

トックスープ ぎゅうにゅう トック　ごま　 ねぎ　あかピーマン　きりぼしだいこん　こまつな 276mg 1.5g

9 コッペパン にくだんご　ベーコン　 パン　じゃがいも　あぶら たまねぎ　にんじん　コーン

水 にくだんご あさり　ぎゅうにゅう　ウインナー しろいんげんまめ　プリン パセリ　キャベツ　カリフラワー　 22.3g 15.1g

クラムチャウダー ジョア ベシャメルソース　いちごジャム あかピーマン 819mg 2.1g

10 さつまいもごはん ししゃもごまフライ　えいようだし こめ　ごま にんじん　しめじ　えのきたけ

木 ししゃもごまフライ あぶらあげ　みそ　ぶたにく　 さつまいも まいたけ　はくさい　こんにゃく 21.9g 20.1g

きのこのみそしる やきどうふ　ぎゅうにゅう あぶら　さとう いんげん　ねぎ 381mg 2.0ｇ

11 げんまいいりごはん ぎゅうにく こめ　はつがげんまい　あぶら　 にんにく　たまねぎ　マッシュルーム

金 ビーフハヤシ チーズ　ぎゅうにゅう デミグラスソース　ハヤシルウ　バター トマト　キャベツ　ブロッコリー 19.3g 18.8g

チーズサラダ はちみつ　ドレッシング　なまクリーム あかピーマン　きゅうり　りんご 272mg 1.6g

14 ごはん さばみぞれに　えいようだし こめ　あぶら にんじん　だいこん　ねぎ

月 さばみぞれに あぶらあげ　みそ　わかめ でんぷん いんげん　もやし　たまねぎ 22.5g 18.8g

とうふとわかめのみそしる ぶたにく　とうふ　ぎゅうにゅう ピーマン　あかピーマン 330mg 1.6g

15 ごはん ごぼうメンチカツ　こんぶ こめ　あぶら　 にんじん　だいこん　

火 ごぼうメンチカツ あげボール　ちくわ　うずらたまご さとう　 こんにゃく　こまつな　 19.9g 17.3g

おでん がんもどき　ぎゅうにゅう ごま もやし　あかピーマン 309mg 1.9g

16 きなこあげパン きなこ　とりにく　 コッペパン　あぶら　 たまねぎ　にんじん　マッシュルーム　

水 とうにゅうクリームスープ とうにゅう　ウインナー さとう　オリーブゆ かぶ　コーン　ブロッコリー　にんにく 19.9g 25.5g

ジャーマンポテト ぎゅうにゅう こめこ　じゃがいも アスパラガス　あかピーマン　オレンジ 276mg 1.1g

17 ごはん いわしうめに　えいようだし こめ　さといも こんにゃく　にんじん　まいたけ

木 いわしうめに ぎゅうにく　 さとう　ごま　くるみ こまつな　ねぎ　いんげん　 22.9g 13.6g

いもにじる ぎゅうにゅう ラ・フランスゼリー キャベツ　あかピーマン 328mg 1.6g

18 スパゲティ ぶたにく　ぎゅうにく スパゲティ　オリーブゆ　バター にんにく　にんじん　セロリー

金 ミートソース スキムミルク　こなチーズ デミグラスソース　ハヤシルウ　さつまいも たまねぎ　マッシュルーム　ブロッコリー　 20.2g 13.7g

さつまいもサラダ ジョア さとう　ドレッシング　レモンタルト トマト　カリフラワー　あかピーマン 443mg 1.1g

21 ごはん とりにく　えいようだし　ぶたにく こめ　じゃがいも しょうが　にんにく　ねぎ　

月 とりにくしちみやき みそ　あぶらあげ　さつまあげ ごまあぶら　あぶら　 にんじん　たまねぎ　こまつな 21.6g 16.2g

どさんこじる にぼし　ぎゅうにゅう さとう　ごま コーン　しいたけ　きりぼしだいこん 323mg 1.8g

22 ごはん あじあげにユーリンふう　たまご こめ　マロニー　でんぷん　あぶら にんじん　しいたけ　えのきたけ

火 あじあげにユーリンふう ぶたにく　 ごまあぶら　はるさめ　さとう コーン　しょうが　にんにく 21.3g 15.1g

レンフォアタン ぎゅうにゅう ゼリー チンゲンサイ　たけのこ　にら　 262mg 1.9g

24 ごはん ハンバーグ こめ　さとう　でんぷん えのきたけ　しめじ　にんじん

木 こまつなとキャベツのきのこたっぷ
りあんかけハンバーグ

ぶたにく　みそ　 ごま　あぶら　ごまあぶら れんこん　かぶ　ねぎ 21.8g 16.2g

あさひのしょくざいたっぷりあさひ
ゆうがくとんじる

ひじき　ぎゅうにゅう ぼうもち　さとう こんにゃく　えだまめ 286mg 2.0ｇ

25 ごはん ほっけフライ　とりにく こめ　ほうとう　あぶら にんじん　だいこん　ごぼう

金 ほっけフライ あぶらあげ　ベーコン じゃがいも　さとう　ごま はくさい　ねぎ　こんにゃく　 20.4g 17.8g

にぼうとう ぎゅうにゅう　 たまねぎ　しいたけ　グリンピース 352mg 1.5g

28 ごはん さけ　みそ　えいようだし こめ しょうが　にんじん

月 さけてりやき なまあげ   こおりどうふ ごまあぶら はくさい　たまねぎ 27.4g 20.6g

はくさいのみそしる とりにく　たまご　ぎゅうにゅう さとう　ごま ねぎ　グリンピース 362mg 1.7g

29 キラリもちむごぎごはん とうふナゲット　とりにく こめ　キラリもちむぎ　カレールウ にんにく　しょうが　たまねぎ　

火 とうふナゲット ひじき　 あぶら　ドレッシング　レンズまめ セロリー　にんじん　キャベツ　 18.9g 19.2g

とりにくとレンズまめのキーマカレー ぎゅうにゅう ひよこまめ　マヨネーズ もやし　きゅうり　あかピーマン　 258mg 1.6g

30 ロールパン たまご　ベーコン　チーズ パン　あぶら にんにく　たまねぎ　ピーマン

水 たまごのピザやき ぶたにく　だいず　 じゃがいも　しろいんげんまめ にんじん　トマト　アスパラガス　 25.8g 25.9g

ポークビーンズ ツナ　ぎゅうにゅう さとう　ドレッシング　なまクリーム キャベツ　きゅうり　あかピーマン 329mg 2.0ｇ

基準栄養量 エネルギー　  490kcal ＊材料の都合により　 エネルギー 512kcal

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 21.5g

脂　　質　　   10～16g 脂　　質 17.9g

カルシウム　　  290mg カルシウム 356mg

塩　　分　  　   1.5g 塩　　分 1.8g

　　　☆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。

499kcal

＊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。

　＊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混ぜている為です。

〇

牛乳からいろいろ♪ 548kcal

オレンジ

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。

496kcal

にくどうふ

492kcal

きりほしだいこんナムル

プリン 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。

542kcal

やさいいため

いちごジャム

499kcal

フルーツあんにん

〇

　　食器を大切に使いましょう。 505kcal

なまあげみそに

ウエハース

〇

〇

読書週間（10/27～11/9）
『１１匹のねことあほうどり』より、コロッケ
が登場します。今日のコロッケは和風
の味がついています。

499kcal

だいこんそぼろに

ふりかけ

せっけんで
手を洗おう

501kcal

令和４年 予定献立表（ようちえん） 　匝瑳市学校給食センター

こ　　　ん　　　だ　　　て　　　名
牛
 
乳

お　も　な　材　料　と　そ　の　働　き

一　口　メ　モ

エネルギー

いんげんクルミあえ

ラ・フランスゼリー

504kcal

486kcal

〇

もやしカレーいため

〇

ジ

ョ
ア

ごまあえ

573kcal

レモンタルト

11月は山形県！芋煮とくるみあえ、
ラ・フランスを味わって下さい。

471kcal

はしを正しく持とう

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

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。

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。

かまぼこのおひたし

キウイフルーツ

〇

〇

〇

〇 よくかんで食べよう

488kcal

きりぼしだいこんに

かみかみにぼし

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。

497kcal

マーボーふういため

ひとくちゼリー

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
八日市場小学校６年２組佐久間いつき
さんが考案したきんぴらです。

522kcal

あごをきたえるシャキシャキれんこんき
んぴら

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。

522kcal

じゃがいもベーコンわふうに

ふりかけ

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。

542kcal

おやこに

〇

517kcal

フムスふうサラダ

　
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

553kcal

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～


