
日 曜 こんだて名 赤の食品 黄色の食品 緑の食品
エネルギー
（kcal)

ごはん 牛乳 牛乳 こめ かいそう

やきぎょうざ ぶたにく こむぎこ　ごまあぶら キャベツ　たまねぎ　にら いも

マーボーだいこん とりにく みそ さとう かたくりこ ごまあぶら
だいこん ねぎ あかピーマン えだ
まめ にんにく

きのこ

みそスープ ぶたにく とうふ みそ あぶら
もやし にんじん たまねぎ にんに
く ねぎ

エネルギー
（kcal) さかな

ごはん 牛乳 牛乳 こめ いも

ツナのたまごやき たまご 　ツナ さとう ねぎ くだもの

かみかみサラダ さきいか ごま さとう ごまあぶら こまつな きゅうり にんじん もやし

日 曜 こんだて名 ひっつみ とりにく すいとん
ごぼう だいこん にんじん しめじ
ねぎ

フルーツパン 牛乳 牛乳 パン マーガリン パイン さかな さかな

チキンチーズやき とりにく　チーズ あかピーマン　パセリ まめ 食パン 牛乳 牛乳 パン マーガリン まめ

かいそうサラダ わかめ　くきわかめ　こんぶ だいこん きゅうり ホールコーン きのこ ハニーガーリックチキン とりにく はちみつ にんにく しょうが くだもの

コンソメスープ ベーコン じゃがいも
たまねぎ にんじん はくさい えの
き パセリ

コールスロー さとう
にんじん キャベツ レッドキャベツ
きゅうり ホールコーン

ごはん 牛乳 牛乳 こめ たまご コーンチャウダー
ベーコン チーズ スキムミル
ク 牛乳 なまクリーム

あぶら じゃがいも ルウ
セロリ たまねぎ にんじん パセリ
コーン クリームコーン

しのだに あぶらあげ とりにく いも ごはん 牛乳 牛乳 こめ さかな

きりぼしだいこんのいためもの さつまあげ　しらす さとう あぶら
きりぼしだいこん にんじん こん
にゃく えだまめ

種実類 うのはなコロッケ おから　ひじき
じゃがいも　パンこ　こむぎこ　こ
めこ　あぶら

ごぼう　たまねぎ　にんじん かいそう

とりごぼうじる とりにく なまあげ みそ
ごぼう にんじん こまつな はくさ
い ねぎ

たまねぎとあつあげのトロトロに なまあげ みそ かたくりこ さとう たまねぎ にんじん えだまめ

ごはん 牛乳 牛乳 こめ たまご きりぼし入りとんじる
ぶたにく とうふ あぶらあげ
みそ

ごぼう にんじん はくさい きりぼし
だいこん ねぎ

さばのみそに さば　みそ いも ごはん 牛乳 牛乳 こめ さかな

くきわかめに くきわかめ さつまあげ ごま さとう ごまあぶら にんじん れんこん こんにゃく きのこ しゅうまい ぶたにく
こむぎこ　ごま あぶら　あぶ
ら

たまねぎ　しょうが くだもの

さわにわん ぶたにく
ごぼう たけのこ にんじん だいこ
ん ねぎ

こうやどうふいりチンジャオロースー こうやどうふ ぶたにく あぶら さとう
にんじん たまねぎ たけのこ ピー
マン

ごはん 牛乳 牛乳 こめ さかな たまごスープ たまご はるさめ かたくりこ はくさい にんじん しいたけ ねぎ

にんじんメンチカツ ぶたにく パンこ、こむぎこ　あぶら たまねぎ　にんじん かいそう ごはん 牛乳 牛乳 こめ さかな

もやしナムル さとう ごまあぶら ごま
こまつな にんじん もやし にんに
く

とうふハンバーグみぞれがけ ぶたにく　たまねぎ　とうふ パンこ　こむぎこ にんじん　だいこん くだもの

いものこじる とりにく あぶらあげ さといも
しめじ にんじん はくさい ごぼう
こんにゃく ねぎ

わかめとほたてのにもの ほたて わかめ さとう
にんじん こんにゃく えのき たけ
のこ

ブルーベリーパン 牛乳 牛乳 パン マーガリン ブルーベリージャム さかな のっぺいじる あぶらあげ
さといも じゃがいも かたくり
こ

なめこ だいこん ねぎ

オムレツ たまご きのこ さかな

ポークアンドポテトビーンズ ぶたにく しろいんげんまめ じゃがいも あぶら さとう
たまねぎ トマト グリーンピース
しょうが

種実類 ごはん 牛乳 牛乳 こめ まめ

シーフードスープ ほたて わかめ ふのり はくさい にんじん えのき ねぎ チキンカツ とりにく こむぎこ　パンこ　あぶら かいそう

オレンジ オレンジ つぼづけあえ
こまつな キャベツ もやし だいこ
ん

しょうがやきふうまぜごはん ぶたにく こめ あぶら あぶら さとう
しょうが にんじん きりぼしだいこ
ん こんにゃく えのき

たまご カレー ぶたにく じゃがいも あぶら ルウ にんじん たまねぎ しょうが

牛乳 牛乳 くだもの キャロットパン 牛乳 牛乳 パン マーガリン クリスタルキャロット たまご

ますのしおやき ます チキンマリネ とりにく
かたくりこ オリーブオイル さ
とう

たまねぎ あかピーマン かいそう

なめたけあえ
ほうれんそう キャベツ もやし な
めたけ

ポテトのベーコンに ベーコン じゃがいも オリーブオイル
たまねぎ にんじん ホールコーン
グリーンピース

こんさいのみそしる あぶらあげ わかめ みそ じゃがいも しいたけ にんじん ねぎ やさいのスープ
にんじん だいこん えのき キャベ
ツ はくさい

ごはん 牛乳 牛乳 こめ まめ ごはん 牛乳 牛乳 こめ たまご

とうふよせそぼろあんかけ
とりにく　とうふ　わかめ　た
ら

 さとう かたくりこ にく さわらのみそかけ さわら みそ さとう しょうが いも

れんこんごまずあえ ごま
れんこん　にんじん　キャベツ
ほうれんそう

くだもの ちくぜんに とりにく あぶら さとう
にんじん、しいたけ、れんこん、た
けのこ、いんげん

さけのどさんこじる さけ みそ じゃがいも バター
にんじん だいこん たまねぎ コーン
こまつな しょうが にんにく

はちはいじる こんぶ あぶらあげ とうふ ふ
にんじん だいこん ごぼう ねぎ し
いたけ
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平成２９年 １１月    献立のお知らせ

遠野市学校給食センター

材　料　名

血・筋肉・歯・骨の
もとになるもの
（赤の食品）

熱や力の
もとになるもの
（黄色の食品）

体の調子を
整えるもの
（緑の食品）

宮守小学校希望献立

土淵小学校希望献立

14 火

15 水

交流すまいる給食（姉妹都市チャタヌーガ市の料理）

16 木

火

sスプーン

sスプーン

sスプーン

昼夜の寒暖の差が広がり、冬の訪れを少しずつ感じる頃となりましたね。空気の乾燥でかかりやすくなる風邪などの感染症予防に

手洗い、うがいとともに、食事をきちんととりましょう。今月は、からだの中からあたたまるようとろみのある温かな料理や香味野

菜を使った料理を取り入れています。



日 曜 こんだて名 赤の食品 黄色の食品 緑の食品
エネルギー
（kcal)

ごはん 牛乳 牛乳 こめ いも

いわしのおろしに いわし　みそ さとう だいこん きのこ

ごもくまめ こんぶ さつまあげ だいず こんにゃく さとう ごぼう にんじん えだまめ

きのこじる あぶらあげ みそ
にんじん なめこ しいたけ はくさ
い ねぎ

ごはん 牛乳 牛乳 こめ さかな

とりにくぴりからマヨネーズやき とりにく あぶら さとう ごま マヨネーズ いも

かりかりうめあえ だいこん もやし きゅうり うめづけ くだもの

たまねぎのみそ汁
みそ、あぶらあげ、こうやどう
ふ

はくさい、たまねぎ、にんじん

ハンバーガーようパン 牛乳 牛乳 パン マーガリン さかな

ハンバーグレモンバーベキュー とりにく　ぶたにく さとう かたくりこ すりおろしりんご レモン にんにく かいそう

やさいソテー ベーコン あぶら さとう
たまねぎ にんじん ホールコーン
こんにゃく こまつな しょうが

かぶとたまごのスープ たまご かたくりこ
かぶ たまねぎ にんじん えのき
ねぎ

ごはん 牛乳 牛乳 こめ たまご

いかのねぎしおやき いか さとう ごまあぶら ごま しょうが ねぎ まめ

ひじきのいために さつまあげ ひじき あぶら さとう
きりぼしだいこん にんじん ごぼう
こんにゃく えだまめ

さつまいものみそしる ぶたにく あぶらあげ みそ さつまいも
ごぼう にんじん はくさい しいた
け ねぎ

☆献立は、都合により変更することがあります。

☆米と味噌は遠野産です。

☆8日、15日、21日はスプーンがつきます。
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♪１５日の交流すまいる給食は姉妹都市チャタヌーガの料理です♪

遠野市では、平成２９年９月１５日に、長年交流を行ってきたアメリカ テネシー州の
チャタヌーガ市と姉妹都市を締結しました。このことにちなみ、今月の交流すまいる給食で
は、国際化支援員のアレックス・ヒューイさんの料理教室レシピから、給食向けにアレンジ
した料理を取り入れます。
アメリカ南部の家庭料理の味、おいしくいただきましょう！

給食の食材は皆さんからいただく給食費でまかなわれています。毎月忘れずに納めましょう。

感謝して食べよう

11月23日は「勤労感謝の日」です。給食を例にとっても、毎日の給食を滞りなく行うためには、ふだん

私たちの目には見えないところで働いてくださっている方々のさまざまな努力やご苦労があることを忘

れてはいけません。直接、お礼を言える機会はなかなかありませんが、あいさつや食べ方で感謝の気

持ちを伝えたいですね。

こんな手の洗い方をしていませんか？
手は見えない汚れが
ついていることがあり
ます。このような洗い
方では、汚れがきれい
に落ちません。石けん
を使ってしっかりと洗
いましょう。

指先だけ 水でぬらすだけ

11月給食だより


