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830kcal

27～42g

450mg

344

今月の地場産食材の紹介

24 火
わかめおにぎり　牛乳　シュウマイ　 牛乳　豚肉　みそ ごはん　中華麺　ごま油　砂糖 大根　きゅうり　人参　生姜　にんにく エネルギー 781

わかめ　のり シュウマイの皮 キャベツ　もやし　玉ねぎ　たけのこ　コーン たんぱく質 29.4

しば漬けあえ　みそラーメン　りんご ねぎ　りんご カルシウム

エネルギー 756

ベーコン　豆腐　わかめ 砂糖 白菜　しめじ　ねぎ たんぱく質 34.3

カルシウム 394

23 月
麦入りごはん　牛乳　鮭のチーズ焼き 牛乳　さけ　チーズ ごはん　麦　パン粉　ごま パセリ　ブロッコリー　キャベツ　人参　もやし

ブロッコリーのごまだれ　わかめスープ

20 金
ごはん　牛乳　鯖のゆずみそかけ 牛乳　さば　みそ　小豆 ごはん　でんぷん　砂糖　里いも ゆず　小松菜　キャベツ　人参　切干大根 エネルギー 921

油揚げ コーンスターチ　こんにゃく　油 かぼちゃ　大根 たんぱく質 32.9

はりはりあえ　いとこ煮 カルシウム 393

19 木
米粉パン　牛乳　ラザニア 牛乳　海藻　鶏肉 米粉パン　油　里芋　米粉 人参　キャベツ　ブロッコリー　玉ねぎ エネルギー 741

豚肉　チーズ 青じそドッレシング かぶ　しめじ　白菜　コーン　 たんぱく質 27.5

海藻サラダ　クリームシチュー ラザニア(パスタ) カルシウム 415

エネルギー 774

豚肉 パン粉 干しずいき　ねぎ　大根葉 たんぱく質 24.718 水
ごはん　牛乳　よごっち　 牛乳　油揚げ　豆腐 ごはん　油　砂糖　ごま 大根　きゅうり　にんじん　白菜　玉ねぎ

お酢合い　となみの集め汁 カルシウム 392

17 火
ごはん　牛乳　さんまのおろし煮 牛乳　さんま　マグロ ごはん　ごま油　じゃがいも 人参　コーン　玉ねぎ　しめじ　大根 エネルギー 843

鶏肉　卵 こんにゃく　砂糖　小細工麩 さやいんげん たんぱく質 32.2

にんじんしりしり　卵とじ カルシウム 296

16 月
麦入りごはん　牛乳　照り焼きチキン　青菜のいり大豆あえ 牛乳　鶏肉　大豆 ごはん　麦　砂糖　油　里芋 小松菜　もやし　人参　にんにく　生姜 エネルギー 892

豚肉　 クリスマスデザート 玉ねぎ　大根　トマト たんぱく質 34.4

冬野菜カレー　クリスマスデザート カルシウム 357

エネルギー 814

厚揚げ　大豆　みそ じゃがいも　パン粉 さやいんげん たんぱく質 28.513 金
ごはん　牛乳　ししゃもフライ 牛乳　ししゃも　のり佃煮 ごはん　油　こんにゃく　砂糖 小松菜　キャベツ　人参　玉ねぎ

磯香あえ　厚揚げと大根のみそ煮 カルシウム 524

12 木
アップルパン　牛乳　アンサンブルエッグ 牛乳　卵　茎わかめ アップルパン　中華ドレッシング 大根　人参　アスパラ　にんにく　キャベツ エネルギー 784

ベーコン　チーズ マカロニ　油　じゃがいも 玉ねぎ　しめじ　トマト　パセリ たんぱく質 23.5

大根と茎わかめのサラダ　ミネストローネ カルシウム 363

11 水
わかめごはん　牛乳　ショウロンポー 牛乳　わかめ　いか ごはん　ごま　里芋　砂糖 ブロッコリー　人参　キャベツ　コーン エネルギー 731

豚肉 こんにゃく　マヨネーズ 大根　たけのこ　さやいんげん　玉ねぎ たんぱく質 22.3

ブロッコリーのごまマヨネーズだれ　いかと里いもの煮物 ショウロンポーの皮 カルシウム 327

エネルギー 864

みそ　わかめ じゃがいも さやいんげん　キャベツ　ねぎ たんぱく質 38.910 火
ごはん　牛乳　鯖の塩焼き 牛乳　鯖　豚肉　油揚げ ごはん　油　ごま　コーンスターチ にんにく　人参　もやし　玉ねぎ　白菜キムチ

キムチ炒め　みそ汁 カルシウム 359

9 月
麦入りごはん　牛乳　豚肉とレバーのみそからめ 牛乳　豚肉　レバー 麦　ごはん　油　でんぷん　砂糖 生姜　小松菜　もやし　人参　玉ねぎ エネルギー 818

みそ　わかめ　豆腐 ごま　コーンスターチ 白菜　しめじ　ねぎ たんぱく質 31.1

わかめ入りおひたし　うすくず汁 カルシウム 361

6 金
ごはん　牛乳　ちくわの石垣揚げ　 牛乳　ちくわ　納豆 ごはん　天ぷら粉　ごま 小松菜　もやし　人参　オクラ　たくあん エネルギー 778

豚肉　みそ じゃがいも　油 大根　ねぎ たんぱく質 28.7

納豆あえ　豚汁 カルシウム 364

エネルギー 915

チーズ 油　砂糖　コーンスターチ しめじ　トマト　コーン　ブロッコリー　キャベツ たんぱく質 32.95 木
減量はちみつパン　牛乳　ソフト麺のミートソースかけ 牛乳　豚ひき肉　 減量はちみつパン　ソフト麺 にんにく　生姜　玉ねぎ　人参　エリンギ

ポテトカップグラタン　シーザーサラダ シーザードッレシング　じゃがいも ほうれん草 カルシウム 342

4 水
ごはん　牛乳　さつまいもと大豆のあめがらめ 牛乳　大豆　豚肉 ごはん　さつもいも　油　砂糖 ブロッコリー　人参　もやし　白菜 エネルギー 797

豆腐　ひじき ごま　ごま油 干ししいたけ　玉ねぎ　ねぎ たんぱく質 26.8

もやしのナムル　中華風豆腐汁　ひじきふりかけ カルシウム 361

3 火
ごはん　牛乳　鰆の西京焼き 牛乳　さわら　みそ　昆布 ごはん　砂糖　こんにゃく きゅうり　キャベツ　人参　生姜 エネルギー 725

豚ひき肉 コーンスターチ　でんぷん 玉ねぎ　大根　グリンピース たんぱく質 30.1

昆布づけ　大根のそぼろ煮 カルシウム 320

エネルギー 860

卵 コーンスターチ　じゃがいも しめじ　さやいんげん たんぱく質 29.42 月
麦入りごはん　牛乳　鶏つくねの照り焼き 牛乳　鶏肉　厚揚げ 麦　ごはん　砂糖　ごま 小松菜　キャベツ　人参　玉ねぎ

三色ひたし　厚揚げの錦とじ カルシウム 454
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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。
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