
こんだてひょう
(中学校)

830kcal
27～42g
450mg

2019.1１

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

小学校

中学年

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 770

焼き豆腐 千切りたくあん　白菜　たけのこ たんぱく質 31.51 金
ごはん　牛乳　さんまのおろし煮 牛乳　さんま　豚肉 ごはん こんにゃく　砂糖 人参　キャベツ　きゅうり

たくあんのあえ物　すきやき 生椎茸　ねぎ カルシウム 385

5 火
チャーハン　牛乳　わかさぎのフリッター 牛乳　豚肉 わかさぎ ごはん　油　小麦粉　でんぷん 人参　たけのこ　玉ねぎ　干ししいたけ エネルギー 811

鶏肉 マカロニ　じゃがいも　マヨネーズ キャベツ　アスパラ　大根　しめじ　パセリ たんぱく質 25.9

マカロニサラダ　ポトフ カルシウム 372

6 水
ごはん　牛乳　回鍋肉 牛乳　豚肉　海藻 ごはん　ごま油　砂糖 しょうが　にんにく　赤パブリカ　たけのこ エネルギー 738

みそ　豆腐　卵 コーンスターチ　ドッレシング キャベツ　人参　ブッロコリー　玉ねぎ たんぱく質 31.5

海藻サラダ　かきたま汁 干ししいたけ　ねぎ カルシウム 338

エネルギー 950

豚肉 春雨　砂糖　じゃがいも トマト たんぱく質 38.27 木
黒糖パン　牛乳　いかのかりん揚げ 牛乳　いか　大豆 黒糖パン　油　でんぷん 人参　もやし　きゅうり　にんにく　玉ねぎ

春雨あえ　ポークビーンズ カルシウム 362

8 金
ごはん　牛乳　さわらの西京焼き 牛乳　さわら　みそ ごはん　油　砂糖 コーン　キャベツ　なす　人参　玉ねぎ エネルギー 769

ベーコン　豆腐 コーンスターチ 白菜　しめじ　ねぎ　小松菜 たんぱく質 31.3

干し野菜の炒め物　うすくず汁 カルシウム 349

11 月
麦入りごはん　牛乳　いわしのカリカリ揚げ 牛乳　いわし　豚肉 ごはん　麦　油 小松菜　もやし　人参　コーン　にんにく エネルギー 950

砂糖　じゃがいも 玉ねぎ　しめじ　トマト　キウイフルーツ たんぱく質 28.9

コーン入りおひたし　きのこ入りハヤシライス　キウイフルーツ カルシウム 437

エネルギー 824

豚ひき肉　茎わかめ 砂糖　ごま　ごま油 にんにく　しょうが　ねぎ　干ししいたけ たんぱく質 32.412 火
ごはん　牛乳　卵焼き　茎わかめのきんぴら 牛乳　卵　豆腐 ごはん　油　こんにゃく ごぼう　れんこん　人参　さやいんげん

マーボー豆腐　カシューナッツ コーンスターチ　カシューナッツ たけのこ カルシウム 429

13 水
ごはん　牛乳　さんまのホイル焼き 牛乳　さんま　豚肉 ごはん　砂糖 きゅうり　もやし　キャベツ　人参　玉ねぎ エネルギー 811

大豆　わかめ　みそ ごま　じゃがいも　こんにゃく さやいんげん たんぱく質 32.4

ごまあえ　豚肉と大豆の旨煮 カルシウム 337

14 木
はちみつパン　牛乳　地場産じゃがいもコロッケ 牛乳　ウインナー　豚肉 はちみつパン　油　小麦粉 大根　小松菜　人参　玉ねぎ エネルギー 848

パン粉　じゃがいも　砂糖 白菜　しめじ　コーン たんぱく質 23.7

大根の雪玉ねぎドレッシングあえ　クリームチャウダー ドッレシング　里芋　米粉 カルシウム 413

エネルギー 827

大豆　鶏肉 マヨネーズ　さつま芋 大根　生しいたけ　ねぎ たんぱく質 32.015 金
ごはん　牛乳　鯖のゆずみそかけ 牛乳　鯖　みそ ごはん　砂糖　コーンスターチ ゆず　キャベツ　ブロッコリー　人参

大豆サラダ　さつま汁 カルシウム 310

18 月
麦入りごはん　牛乳　いわしの生姜煮 牛乳　いわし ごはん　麦　里芋　こんにゃく 人参　キャベツ　かぶ　しょうが　玉ねぎ エネルギー 800

昆布　豚ひき肉 砂糖　コーンスターチ しめじ　グリンピース たんぱく質 29.5

かぶの昆布漬け　里芋のそぼろ煮 カルシウム 446

19 火
ごはん　牛乳　豚肉の厚揚げのみそ炒め 牛乳　豚肉　厚揚げ ごはん　油　ごま油　砂糖 赤パプリカ　ピーマン　れんこん　キャベツ エネルギー 754

みそ　卵 ごま　コーンスターチ もやし　きゅうり　にんにく　人参　生しいたけ たんぱく質 29.1

もやしのナムル　卵とコーンのスープ 玉ねぎ　コーン　ねぎ カルシウム 372

エネルギー 807

たらすり身　豆腐 こんにゃく 干ししいたけ　ねぎ　りんご たんぱく質 32.720 水
ごはん　牛乳　さわらの竜田揚げ 牛乳　さわら　えび ごはん　油　でんぷん　砂糖 しょうが　小松菜　キャベツ　人参　白菜

三色ひたし　ちゃんこ鍋　りんご カルシウム 399

21 木
米粉パン　牛乳　ポテトカップグラタン 牛乳　わかめ　チーズ 米粉パン　じゃがいも　油 ほうれん草　玉ねぎ　もやし　人参 エネルギー 749

豚肉 ドッレシング にんにく　しめじ　さやいんげん　ブロッコリー たんぱく質 26.6

わかめのごまドレッシングサラダ　カレースープ カルシウム 369

22 金
ハトムギ入りしそごはん　牛乳　ゴーセイなメンチカツ 牛乳　赤巻かまぼこ　 ごはん　ハトムギ　パン粉　油 しそ粉　コーン　人参　大根　玉ねぎ エネルギー 968

油揚げ　豚肉 ドッレシング　氷見うどん 干ししいたけ　ねぎ　枝豆　キャベツ たんぱく質 29.2

枝豆サラダ　氷見うどん汁　6市ミックスゼリー ６市ミックスゼリー カルシウム 347

エネルギー 834

ゆば　油揚げ　みそ 砂糖　ごま　里芋 ねぎ たんぱく質 27.325 月
麦入りごはん　牛乳　ししゃもの磯部揚げ 牛乳　ししゃも　青のり ごはん　麦　油　パン粉 小松菜　もやし　人参　大根　ごぼう

青菜のゆばあえ　粕汁　お米のムース お米のムース カルシウム 543

26 火
ごはん　牛乳　鶏肉とレバーの甘酢あん 牛乳　鶏肉　豚レバー ごはん　油　でんぷん しょうが　大根　キャベツ　人参　玉ねぎ エネルギー 747

生豆腐　わかめ 砂糖　コンスターチ しめじ　ねぎ たんぱく質 29.2

即席漬け　すまし汁 カルシウム 311

27 水
ごはん　牛乳　鯖のみそ煮 牛乳　鯖　みそ ごはん　油　ビーフン　里芋 しょうが　キャベツ　もやし　赤パプリカ　大根 エネルギー 910

ベーコン　厚揚げ　昆布 砂糖　こんにゃく さやいんげん　人参 たんぱく質 23.3

ビーフンソテー　おでん 玉さつま揚げ カルシウム 383

28 木
食パン　牛乳　ベーコン巻き卵焼き　ごぼうサラダ 牛乳　ベーコン　卵 食パン　ドレッシング　砂糖 ブッロコリー　キャベツ　コーン　人参

ワンタンスープ　セレクトジャム　 ごぼう

たんぱく質 32.2

かぶのゆかり漬け　じゃが豚キムチ 白菜キムチ カルシウム

エネルギー 729

豚肉　 ワンタンの皮　ジャム 白菜　玉ねぎ　生しいたけ　ねぎ たんぱく質 27.0

カルシウム 351

335

今月の地場産食材の紹介

29 金
ごはん　牛乳　鮭のねぎみそがけ 牛乳　鮭　みそ　豚肉 ごはん　砂糖　コーンスターチ しょうが　ねぎ　かぶ　小松菜　キャベツ エネルギー 729

じゃがいも　こんにゃく 人参　玉ねぎ　しめじ　さやいんげん　しそ粉

しめじ

キャベツ

大根

ねぎ

はくさいかぶ

学校給食となみの日

和食の日

呉西(ゴーセイ)な日!!

玉ねぎ

大豆

レインボーレッドキウイ

さといもれんこん

にんじん


