
こんだてひょう
(中学校用)

830kcal

27～42g
450mg

9 月

16 月

23 月

★が付いている料理は、中学校1年生のリクエストメニューです。

カルシウム 316

431

しょうが　にんじん　もやし　きゅうり　玉ねぎ エネルギー 893

油あげ　みそ

振　替　休　業　日

今月の地場産食材の紹介

さとう　春雨　ごま油 とうがん　しめじ　ねぎ たんぱく質 32.2

★春雨サラダ　みそ汁 じゃがいも

26 木
コッペパン　牛乳　ベーコン巻き卵焼き 牛乳　卵　ベーコン コッペパン　ドレッシング ブロッコリー　アスパラガス　キャベツ　玉ねぎ

27 金
★わかめごはん　牛乳　げんげのからあげ わかめ　牛乳　げんげ ごはん　油　ごま　じゃがいも きゅうり　キャベツ　にんじん　大根 エネルギー 697

とり肉　厚あげ こんにゃく さやいんげん たんぱく質 25.5

即席漬け　とりと野菜の塩こうじ煮 カルシウム

30 月
麦入りごはん　牛乳　ぶた肉とレバーの大和あえ 牛乳　ぶた肉　レバー ごはん　麦　油　でんぷん

エネルギー 820

とり肉 じゃがいも　小麦粉　バター にんじん　かぼちゃ　パセリ たんぱく質 28.5

グリーンサラダ　かぼちゃのポタージュ　ビーンズクリーム ビーンズクリーム カルシウム 439

エネルギー 788

みそ コーン　ごぼう　白菜　生しいたけ　ねぎ たんぱく質 30.325 水
ごはん　牛乳　さばのみぞれかけ 牛乳　さば　油あげ ごはん　さとう　さつまいも 大根　しょうが　小松菜　もやし　にんじん

★青菜のコーンあえ　根菜汁 カルシウム 368

秋　分　の　日

24 火
ハヤシライス　牛乳 牛乳　ぶた肉 ごはん　油　じゃがいも にんにく　玉ねぎ　にんじん　なす　ピーマン エネルギー 839

シュウマイの皮　さとう しめじ　トマト　しょうが　きゅうり　キャベツ たんぱく質 26.0

シュウマイ　切干し大根の甘酢あえ 　 切干し大根 カルシウム 311

20 金
ごはん　牛乳　えびと大豆のチリソース 牛乳　えび　大豆 ごはん　油　でんぷん にんにく　しょうが　玉ねぎ　ブロッコリー エネルギー 876

ベーコン　チーズ マヨネーズ　春雨 にんじん　白菜　しめじ　コーン　にら たんぱく質 31.5

★ゆでブロッコリー　春雨スープ　ラグビーボールチーズ カルシウム 396

19 木
アップルパン　牛乳　★地場産じゃがいもコロッケ 牛乳　ぶた肉　とり肉 アップルパン　油　じゃがいも 玉ねぎ　にんじん　もやし　小松菜　にら エネルギー 798

わかめ パン粉　さとう　ごま油　ごま にんにく　キャベツ　とうがん　干ししいたけ たんぱく質 23.4

にらのナムル　肉団子スープ カルシウム 374

エネルギー 774

卵 こんにゃく　じゃがいも 玉ねぎ　生しいたけ　モロッコいんげん たんぱく質 37.118 水
ごはん　牛乳　さけの照り焼き 牛乳　さけ　厚あげ ごはん　さとう　コーンスターチ しょうが　きゅうり　キャベツ　にんじん　しそ

ゆかりあえ　厚あげのにしきとじ カルシウム 393

敬　老　の　日

17 火
二色ごはん　牛乳　 牛乳　さけ　ぶた肉 ごはん　さとう　マカロニ グリンピース　ブロッコリー　キャベツ　にんじん エネルギー 769

とうふ ドレッシング　こんにゃく 白菜　もやし　しめじ　ねぎ たんぱく質 35.8

マカロニサラダ　白菜なべ カルシウム 324

13 金
ごはん　牛乳　里いもハンバーグのあんかけ 牛乳　ぶた肉　とり肉 ごはん　里いも　さとう 玉ねぎ　小松菜　もやし　にんじん　しょうが エネルギー 793

コーンスターチ　ごま　こんにゃく かぼちゃ　干ししいたけ　モロッコいんげん たんぱく質 21.9

ごまひたし　かぼちゃのそぼろ煮　お月見デザート お月見デザート カルシウム 357

12 木
ごはん　牛乳　焼きししゃも 牛乳　ししゃも　こんぶ ごはん　さとう きゅうり　キャベツ　にんじん　白菜　もやし エネルギー 678

ぶた肉　とうふ 白菜キムチ　しめじ　にら たんぱく質 28.1

こんぶ漬け　★キムチなべ カルシウム 453

エネルギー 934

油あげ　みそ　わかめ もやし　さやいんげん　キャベツ　ねぎ たんぱく質 32.311 水
ごはん　牛乳　焼き肉 牛乳　ぶた肉　とうふ ごはん　油　さとう　じゃがいも しょうが　にんにく　にんじん　玉ねぎ

フライドポテト　とうふのみそ汁 カルシウム 357

374

しそ　玉ねぎ　切干し大根　小松菜 エネルギー 724

ベーコン　ぶた肉 ワンタンの皮 キャベツ　にんじん　もやし　たけのこ たんぱく質 24.010 火
ゆかりごはん　牛乳　アンサンブルエッグ 牛乳　卵　チーズ ごはん　じゃがいも　さとう　ごま

厚あげ じゃがいも　ぶどうゼリー にんじん　玉ねぎ　モロッコいんげん たんぱく質

菊花あえ　厚あげのうま煮　★ぶどうゼリー カルシウム

はりはりあえ　ワンタンスープ　きょほう 生しいたけ　にら　きょほう カルシウム

6 金
くりごはん　牛乳　さんまのしょうが煮 牛乳　さんま　ぶた肉 ごはん　くり　さとう　こんにゃく しょうが　きくの花　小松菜　もやし エネルギー 852

546

32.6

エネルギー 943

みそ ごはん ごぼう　とうがん　ねぎ　りんご たんぱく質 22.7

カルシウム 330

5 木
クロワッサン　牛乳　救給カレー 牛乳　油あげ　ぶた肉 クロワッサン　じゃがいも コーン　にんじん　玉ねぎ　しめじ　トマト

たき出しぶた汁　りんご

4 水
ごはん　牛乳　あじのたつたあげ 牛乳　あじ　ベーコン ごはん　油　でんぷん　ごま油 しょうが　キャベツ　もやし　赤パプリカ エネルギー 798

みそ　わかめ ビーフン にら　にんじん　玉ねぎ　大根 たんぱく質 28.4

ビーフンソテー　わかめのみそ汁 カルシウム 324

3 火
ごはん　牛乳　★とり肉の照り焼き 牛乳　とり肉　ベーコン ごはん　さとう　マヨネーズ 小松菜　キャベツ　にんじん　コーン エネルギー 837

とうふ　卵 コーンスターチ 玉ねぎ　とうがん　トマト たんぱく質 32.9

コーンサラダ　トマトと卵のスープ カルシウム 333

エネルギー 823

とうふ ギョウザの皮　ドレッシング ブロッコリー　にんにく　しょうが　ねぎ たんぱく質 28.82 月
麦入りごはん　牛乳　★ギョウザフライ　 牛乳　ぶた肉　海そう ごはん　麦　油　パン粉 キャベツ　玉ねぎ　にんじん　にら　きゅうり

★海そうサラダ　マーボーなす コーンスターチ　ごま油 干ししいたけ　たけのこ　なす　にら カルシウム 334

2019.9

砺波市学校給食センター

※献立は都合により変更になることがあります。

日 曜 献        立        名
食          品          名

基準量

中学校
主に体をつくる

もとになるもの

主にエネルギーの

もとになるもの

主に体の調子を整える

もとになるもの

にら

モロッコ豆
玉ねぎなす

防災の日献立

となみたっぷり献立

じゃがいも
とうがん

ぶどう

かぼちゃ

お月見献立

大豆

干ししいたけ

生しいたけ

重陽の節句献立

さつまいも


