
【1群】

肉・魚・たまご

豆・豆製品

【2群】

牛乳・乳製品

小魚・海藻類

【3群】

緑黄色野菜

【4群】

その他の野菜

きのこ類・果物

【5群】

穀類

いも類・砂糖

【6群】

種実類

油脂

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

けんちんじる とうふ にんじん しめじ　だいこん　ねぎ　ごぼう　しいたけ さといも あぶら

ミルクパン　ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう ミルクパン

たれつきにくだんご（２） とりにく たまねぎ　 さとう

キューバのまめサラダ　　バンバンジードレッシング ひよこまめ　レッドキドニー にんじん　あかピーマン キャベツ　たまねぎ　きピーマン　えだまめ ドレッシング

コーンチャウダー ぎゅうにゅう　チーズ パセリ　にんじん とうもろこし　マッシュルーム　たまねぎ バター

ごはん　ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう ごはん　

ほっけのしおやき ほっけ

ぶたにくとだいこんのにもの ぶたにく にんじん だいこん　ねぎ　にんにく さとう ごまあぶら

みそしる あぶらあげ　みそ わかめ にんじん たまねぎ　 じゃがいも

とんこつラーメン（ソフトメン　とんこつラーメンスープ） ぶたにく　なると にんじん もやし　メンマ　たまねぎ　たけのこ　ねぎ ソフトメン ごま

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

キントンパイ たまご さつもいも　さとう　こむぎこ マーガリン　あぶら

フラワーサラダ　かんきつドレッシング にんじん カリフラワー　ロマネスコ ドレッシング

ごはん　ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう ごはん

ぎょうざ（2，3）　ぎょうざのたれ ぶたにく にら キャベツ　たまねぎ　にんにく こむぎこ

マーボーどうふ とうふ　ぶたにく にんじん　にら たまねぎ　ねぎ　しいたけ　しょうが　にんにく でんぷん あぶら

わかめスープ なると わかめ　 にんじん ねぎ　 ごま　ごまあぶら

アップルパン　ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう アップルパン　

かぼちゃグラタン とうにゅう かぼちゃ たまねぎ さとう あぶら

やさいとウィンナーのソテー ウィンナー にんじん たまねぎ　エリンギ　 バター

えびボールスープ えび　たら にんじん とうもろこし　たまねぎ　はくさい はるさめ

ごはん　ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう ごはん

ほきのタルタルフライ ほき あおのり たまねぎ パンこ　こむぎこ あぶら　マヨネーズ

ひじきのいために さつまあげ　だいず　 ひじき　 にんじん さとう あぶら

だまこじる とりにく　あぶらあげ にんじん ごぼう　まいたけ　しめじ　しいたけ　ねぎ だまこ

カレーうどん（ソフトメン　カレーじる） ぶたにく　 にんじん たまねぎ　もやし　えだまめ ソフトメン　でんぷん

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

じゃがバタちゃきん たまご グリンピース じゃがいも　こむぎこ バター　あぶら

ベリーベリーデザート ぎゅうにゅう ブルーベリー　ラズベリー さとう

ごはん　ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう ごはん

ハンバーグきのこソース とりにく しめじ　えのきたけ　たまねぎ さとう パンこ

ハムとやさいのマリネ ハム にんじん キャベツ　きゅうり　きピーマン ドレッシング

コンソメスープ とうふ　たまご　 にんじん　パセリ たまねぎ

ごはん　ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう ごはん

かんこくふうやきにくはるさめ ぶたにく　いか にら　にんじん たまねぎ　エリンギ　だいこん　にんにく はるさめ ごまあぶら

しゅうまい（２，３）しょうゆ ぶたにく たまねぎ こむぎこ　パンこ

ちゅうかコーンスープ ベーコン　たまご チンゲンサイ とうもろこし でんぷん

ぎょにくソーセージ しょくパン　こむぎこ　パンこ あぶら

まぐろ にんじん キャベツ　きゅうり　とうもろこし ドレッシング

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

マカロニスープ ベーコン　だいず にんじん　パセリ たまねぎ　にんにく マカロニ　じゃがいも

ごはん　ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう ごはん

いかのしょうがやき いか しょうが

とりにくとさつまいものあまからに とりにく にんじん しめじ さつまいも　さとう あぶら

はくさいのみそしる あぶらあげ　みそ わかめ にんじん　 はくさい　しいたけ　ねぎ

いろどりやさいのミートソーススパゲティ（スパゲティ　ミートソース） ぶたにく チーズ にんじん　あかピーマン たまねぎ　マッシュルーム　ズッキーニ　なす　きピーマン スパゲティ　さとう バター

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

とりにくのさしまちゃパンこやき とりにく パセリ　 パンこ

ブロッコリーのサラダ　　たまねぎドレッシング　※みかんゼリー ブロッコリー　にんじん キャベツ　みかん さとう ドレッシング

ごはん　ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう ごはん

さばのみそに さば　みそ さとう

もやしのポンずあえ たまご　とりにく わかめ　こんぶ にんじん もやし　きゅうり

すましじる かまぼこ　とうふ にんじん しいたけ　ねぎ ふ

ごはん　ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう ごはん

ローズポークのメンチカツ　ソース ぶたにく キャベツ　たまねぎ パンこ　さとう　こむぎこ あぶら

こまつなのナムル　ナムルドレッシング こまつな　にんじん もやし ドレッシング

レタスとたまごのスープ ウィンナー　たまご にんじん レタス　たまねぎ　とうもろこし でんぷん ごまあぶら

ゆめかおりのコッペパン　いちごジャム　ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう コッペパン　いちごジャム

ポークソテーバーベキューソースかけ ぶたにく りんご　たまねぎ　にんにく さとう　でんぷん

だいこんとみずなのサラダ　シーザードレッシング チーズ みずな だいこん　きゅうり　もやし ドレッシング

マロンシチュー ベーコン ぎゅうにゅう にんじん　パセリ しめじ　たまねぎ さつまいも　 バター　くり

ごはん　なっとう　ぎゅうにゅう なっとう ぎゅうにゅう ごはん

あつやきたまご　 たまご さとう

れんこんのきんぴら さつまあげ にんじん れんこん さとう あぶら　ごまあぶら　ごま

メイシャントンのとんじる ぶたにく　とうふ　みそ にんじん だいこん　ごぼう　　ねぎ じゃがいも あぶら

ごもくうどん（ソフトメン　ごもくじる） ぶたにく　あぶらあげ　かまぼこ にんじん　こまつな しいたけ　ねぎ ソフトメン　

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

さつまいものてんぷら さつまいも　こむぎこ あぶら

かにかまのサラダ　こうみしおドレッシング　※ブルーベリーヨーグルト かにふうみかまぼこ ヨーグルト にんじん キャベツ　きゅうり　ブルーベリー ドレッシング

チキンカレー（むぎごはん　チキンカレー） とりにく にんじん たまねぎ　にんにく　しょうが むぎごはん　じゃがいも あぶら

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

とうふのいそべあげ（２，３） とうふ　すりみ　とうにゅう　たまご あおのり たまねぎ こむぎこ

フルーツミックスゼリー パインアップル　もも　りんご　ナタデココ さとう

ごはん　さけふりかけ　ぎゅうにゅう さけ ぎゅうにゅう ごはん　さとう ごま

とりつくね（１，２） とりにく にんじん たまねぎ さとう　パンこ

はるさめサラダ　 にんじん もやし　きゅうり　とうもろこし はるさめ ドレッシング

かきたまワンタンスープ たまご　ぶたにく にんじん　チンゲンサイ たまねぎ　しいたけ　ねぎ こむぎこ　でんぷん

コロッケバーガー（バーガーパン　やさいコロッケ　ソース） にんじん とうもろこし　グリンピース バーガーパン　じゃがいも　パンこ あぶら

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

ほうれんそうとコーンのソテー ベーコン ほうれんそう とうもろこし バター

トマトスープ とりにく にんじん　トマト たまねぎ　にんにく マカロニ

ごはん　ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう ごはん

とりにくのからあげ とりにく しょうが でんぷん あぶら

はくさいのごまあえ こまつな　にんじん はくさい さとう ごま

なめこのみそしる　※かぼちゃのプリン とうふ　みそ にんじん　かぼちゃ なめこ　ねぎ　 さとう 　ふ

　　　　　　実施回数　22回

日 曜 こ　ん　だ　て　名

お　　も　　な　　材　　料 栄養価
おもに体をつくる おもに体の調子を整える おもに エネルギーになる

3 水
672 27.2

829 32.2

4 木
748 28.1

ｴﾈﾙｷﾞｰ

(kcal)

たんぱく質

(ｇ)

1 月
653 27.1

806 32.0

2 火
655 25.1

カラフルどん（ごはん　とりそぼろ＆いりたまご

　　　　　　　　　　　　　　　　　　さけのほぐしみ）
とりにく　たまご　さけ にんじん えだまめ ごはん　さとう

9 火
656 24.7

792 29.0

786 29.0

金
673 24.9

853 30.3

921 33.8

5

10 水
699 29.3

867 34.9

12 金
675 27.3

832 32.3

11 木
642 21.8

812 26.3

31 水
749 25.0

908 29.4

30 火
672 24.0

852 29.5

16 火
657 24.2

785 28.0

15 月

17 水
650 29.2

803 34.5

684 26.0

862 31.8

サンドパン（しょくパン　ソーセージかつ　ソース

　　　　　　　　ツナサラダ　　コールスロードレッシング）

18 木
648 30.1

780 36.0

23 火
749 28.3

925 33.8

19 金
616 23.9

780 29.8

22 月
643 20.3

811 24.7

26 金

29 月

24 水
712 29.6

849 33.2

25 木
701 24.7

888 29.7

783 22.7

953 26.0

663 20.9

846 25.9
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●物資の都合により，献立内容が変更になる場合もあります。 ●※は給食センターで空容器を回収します。 

●この献立表に記載されている食品は，主な材料で，調味料やハンバーグ，春巻きなどの加工品に含まれるアレルゲン等， 

   使用食品のすべては記載しておりません。 

●18日は境町特産のお茶を使用します。 ●23日に使用する「ゆめかおり」は，境町産の小麦粉です。 

●24日に使用する豚肉は，境町産のメイシャントンです。 

●今月使用する，さつまいも，さといも，ごぼう，みずな，チンゲンサイ，ねぎ，はくさい，もやしは茨城県産を使用する予定です。 

※献立表は，壁や冷蔵庫など目につくところに貼って活用してください。裏側には給食だよりが記載されています。貼ったままめくって見ることができます。 

エネルギーとたんぱく質は， 

上段→小学校 中学年 

    （３，４年生） 

下段→中学生の量になります。 

世界の料理の日 キューバ 

郷土料理の日 秋田県 

境町特産のさしま茶使用 

猿島大地で育った 

ゆめかおり使用 

境町で育った 

メイシャントン使用 

 18日（木） 

境第一中学校   リクエストメニュー 

ハロウィンメニュー 


