
こんだてひょう
（中学校）

830kcal

27～42g
450mg

14 月

21 月

22 火

★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。

2019.10

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

エネルギー 783

こんにゃく 玉ねぎ　グリンピース たんぱく質 30.61 火
ごはん　牛乳　いわしの梅煮 牛乳　いわし　ぶた肉 ごはん　さとう　じゃがいも 梅　キャベツ　きゅうり　にんじん　しょうが

浅漬け　★肉じゃが カルシウム 532

2 水
ゆかりごはん　牛乳　ちくわの磯辺揚げ 牛乳　ちくわ　青のり ごはん　油　天ぷら粉　さとう しそ　小松菜　切干し大根　もやし エネルギー 788

とうふ　わかめ にんじん　玉ねぎ　生しいたけ　ねぎ たんぱく質 26.1

切干し大根のひたし　すまし汁　★ヨーグルト ヨーグルト カルシウム 628

3 木
キャロットパン　牛乳　★ハンバーグのケチャップソース 牛乳　とり肉　ベーコン キャロットパン　さとう 玉ねぎ　トマト　コーン　キャベツ　きゅうり エネルギー 902

コーンスターチ　ドレッシング 赤パプリカ　大根　にんじん　白菜 たんぱく質 30.2

コールスローサラダ　★コンソメスープ 干ししいたけ カルシウム 352

エネルギー 809

ひじき　ぶた肉　とうふ ごま もやし　白菜キムチ　しめじ　にら たんぱく質 37.24 金
ごはん　牛乳　さばの塩焼き 牛乳　さば　大豆 ごはん　こんにゃく　さとう ごぼう　にんじん　さやいんげん　にんじん

五目煮豆　ごまキムチ汁 みそ カルシウム 387

7 月
麦入りごはん　牛乳　ししゃもフライ 牛乳　ししゃも　ぶた肉 ごはん　麦　油　パン粉 ブロッコリー　キャベツ　にんじん　大根 エネルギー 768

みそ さとう　ごま　さつまいも ごぼう　ねぎ たんぱく質 24.6

ブロッコリーのごまだれ　★豚汁 カルシウム 405

8 火
ごはん　牛乳　いかと大豆の甘辛がらめ 牛乳　いか　大豆 ごはん　油　でんぷん　さとう コーン　小松菜　もやし　にんじん　玉ねぎ エネルギー 731

ウインナー キャベツ　しめじ　パセリ たんぱく質 27.5

★コーンあえ　ウインナーと野菜のスープ カルシウム 327

エネルギー 751

なっとう　とり肉　とうふ たくあん漬け　白菜　えのきたけ　にら たんぱく質 32.89 水
ごはん　牛乳　★鯖のみそホイル焼き 牛乳　さば　みそ ごはん　さとう　こんにゃく 小松菜　もやし　にんじん　オクラ

★納豆あえ　ちゃんこ鍋 カルシウム 384

10 木
★米粉パン 牛乳　かぼちゃのアンサンブルエッグ 牛乳　卵　とり肉 米粉パン 油　さとう かぼちゃ　ブロッコリー　きゅうり　赤パプリカ エネルギー 864

牛肉　ぶた肉 じゃがいも　小麦粉　バター 黄パプリカ　にんにく　にんじん　玉ねぎ たんぱく質 29.5

ビタミンサラダ　ビーフシチュー　ブルーベリーゼリー ブルーベリーゼリー さやいんげん カルシウム 335

11 金
ごはん　牛乳　鶏つくねの和風あん 牛乳　とり肉　ぶた肉 ごはん　さとう　コーンスターチ キャベツ　きゅうり　もやし　梅　しょうが エネルギー 813

さといも　こんにゃく にんじん　玉ねぎ　しめじ　グリンピース たんぱく質 24.9

キャベツのカリカリ梅あえ　さといものそぼろ煮 カルシウム 300

体　育　の　日

16 水
ごはん　牛乳　ほっけの一夜干し 牛乳　ほっけ　とり肉 ごはん　ごま油　さとう　ごま

野菜のナムル　のっぺい汁　ふく福柿 コーンスターチ カルシウム 434

小松菜　もやし　にんじん　にんにく　大根 エネルギー 714

こんにゃく　里いも 干ししいたけ　ねぎ　柿 たんぱく質 31.4

15 火
★揚げパン　牛乳　れんこん入りサラダ 牛乳　きなこ　ぶた肉

エネルギー 863

ベーコン マカロニ　さとう りんご　ほうれん草　キャベツ　きゅうり　 たんぱく質 26.017 木
★カレーライス　牛乳 牛乳　ぶた肉　チーズ ごはん　油　じゃがいも　 にんにく　しょうが　にんじん　玉ねぎ　トマト

★グラタン　レモン漬け レモン カルシウム 376

18 金
ごはん　牛乳　地場産かぼちゃコロッケ 牛乳　とうふ　みそ ごはん　パン粉　さとう かぼちゃ　小松菜　もやし　にんじん　白菜　 エネルギー 692

351

即位礼正殿の儀

大根　生しいたけ　ねぎ たんぱく質 20.2

三色ひたし　秋野菜のみそ汁 カルシウム

エネルギー 754

みそ 福神漬け　白菜　ねぎ たんぱく質 28.523 水
ごはん　牛乳　★鶏肉のからあげ 牛乳　とり肉　とうふ ごはん　油　でんぷん　里いも にんにく　きゅうり　キャベツ　にんじん

変わり漬け　いもの子汁 カルシウム 313

24 木
ごはん　牛乳　厚揚げのごまだれかけ 牛乳　厚あげ　ぶた肉 ごはん　さとう　ごま もやし　キャベツ　にんじん　しょうが　大根 エネルギー 768

大豆 コーンスターチ　こんにゃく さやいんげん たんぱく質 27.9

おひたし　豚肉と大根の煮物 じゃがいも カルシウム 502

25 金
ごはん　牛乳　あじのおろしソース 牛乳　あじ　とうふ　卵 ごはん　さとう　油　こんにゃく 大根　しょうが　ごぼう　にんじん　れんこん エネルギー 729

ごま　ごま油　コーンスターチ さやいんげん　玉ねぎ　しめじ　ねぎ たんぱく質 30.9

★きんぴらごぼう　むらくも汁 カルシウム 364

エネルギー 830

ベーコン　ぶた肉 さといも　さとう しめじ　さやいんげん たんぱく質 30.628 月
★麦入りわかめごはん　牛乳　★卵焼き わかめ　牛乳　卵 ごはん　麦　油　こんにゃく もやし　にんじん　キャベツ　玉ねぎ

★野菜炒め　厚揚げとさといものうま煮 厚あげ カルシウム 411

29 火
ごはん　牛乳　さわらの照り焼き 牛乳　さわら　とうふ ごはん　さとう　コーンスターチ しょうが　にんじん　きゅうり　コーン　玉ねぎ エネルギー 839

油あげ　みそ じゃがいも　マヨネーズ ねぎ たんぱく質 31.9

★ポテトサラダ　みそ汁 カルシウム 340

30 水
ごはん　牛乳　豚肉のケチャップからめ 牛乳　ぶた肉　わかめ ごはん　油　でんぷん　さとう しょうが　玉ねぎ　黄パプリカ　トマト　大根 エネルギー 808

たんぱく質 31.7

わかめと大根のサラダ　野菜スープ もやし　干ししいたけ カルシウム 311

減量はちみつパン ソフト麺のコーンクリームソース　牛乳 牛乳　ベーコン　ホキ 減量はちみつパン　ソフトめん にんじん　玉ねぎ　しめじ　コーン　パセリ

白身魚のフライ　青菜のごまひたし ごま　バター　さとう

ドレッシング にんじん　ブロッコリー　白菜　キャベツ

振　替　休　業　日

カルシウム 426

今月の地場産食材の紹介

エネルギー 991

油　小麦粉　パン粉 小松菜　キャベツ　にんじん たんぱく質 33.131 木

ミネストローネ　★プリン マカロニ　プリン カルシウム 424

コッペパン　油　さとう れんこん　きゅうり　にんじん　ブロッコリー エネルギー 829

ごまドレッシング　じゃがいも にんにく　キャベツ　玉ねぎ　しめじ　トマト たんぱく質 27.7

にら 玉ねぎ

じゃがいも

ねぎ大豆

里芋

となみたっぷり献立

トントンの日

さつまいも

れんこん

目の愛護

デー献立


