
日 曜 こんだて名 赤の食品 黄色の食品 緑の食品 摂取量

ミルクパン 牛乳 牛乳 パン 715kcal さかな

摂取量 レバーいりメンチカツ とりレバー こむぎこ　あぶら 2.9g まめ

小学校
（中学年）

きのこスパゲティ スパゲティ オリーブオイル
にんにく エリンギ キャベツ ピー
マン

867kcal かいそう

エネルギー
食塩相当量

たまごスープ ベーコン たまご かたくりこ にんじん はくさい こまつな 3.7g いも

中学校

日 曜 こんだて名
エネルギー
食塩相当量

わかめごはん 牛乳 わかめ 牛乳 こめ 687kcal さかな

ごはん 牛乳 牛乳 こめ 599kcal いも とりにくのからあげ とりにく かたくりこ あぶら にんにく 2.9g たまご

れんこんひじきいりにくだんご ぶたにく ひじき れんこん 1.8g あおな なめたけあえ
ほうれんそう もやし にんじん な
めたけ

842kcal くだもの

きりぼしだいこんのにつけ あぶらあげ あぶら さとう
きりぼしだいこん にんじん  しい
たけ いんげん

748kcal くだもの みだくさんじる あぶらあげ みそ じゃがいも さつまいも にんじん はくさい しめじ ねぎ 3.7g

わかめときのこのかきたまじる たまご わかめ とうふ かたくりこ にんじん えのき ねぎ 2.3g ヨーグルト ヨーグルト

ごはん 牛乳 牛乳 こめ 658kcal たまご ごはん 牛乳 牛乳 こめ 670kcal さかな

かぼちゃのひきにくフライ ぶたにく あぶら かぼちゃ 2.1g きのこ ハムチーズピカタ たまご　ハム　チーズ 2.9g まめ

ひじきとまめのサラダ ひじき　だいず　ツナ あぶら　ごま にんじん　きゅうり　コーン 844kcal くだもの カリポリあえ
こまつな はくさい もやし だいこ
ん

834kcal くだもの

じゃがいものみそしる
あぶらあげ 　わかめ　み
そ

じゃがいも にんじん　だいこん　ねぎ 2.6g ハヤシシチュー ぶたにく あぶら じゃがいも ルウ
たまねぎ にんじん マッシュルー
ム  グリーンピース

3.4g

コッペパン 牛乳  ママレード 牛乳 パン 　ママレード 623kcal いも ごはん 牛乳 牛乳 こめ 657kcal さかな

クリスピーチキン 　　　　　とりにく こむぎこ　あぶら 2.8g まめ こめこいりはるまき ぶたにく こむぎこ　こめこ　あぶら
たまねぎ にんじん キャベツ　し
いたけ

1.8g まめ

かいそうサラダ わかめ かんてん あぶら キャベツ にんじん ブロッコリー 778kcal くだもの きのことぶたにくのピリからいため ぶたにく さとう あぶら かたくりこ
にんにく たまねぎ にんじん エリ
ンギ きくらげ ブロッコリー

849kcal くだもの

かぼちゃのスープ ベーコン 牛乳 あぶら ルウ
たまねぎ にんじん かぼちゃ
マッシュルーム パセリ

3.8g わかめスープ うずらたまご わかめ たけのこ にんじん えのき ねぎ 2.3g

ごはん 牛乳 牛乳 こめ 645kcal きのこ

ごはん 牛乳 牛乳 こめ 658kcal いも さんまかんろに さんま さとう 2.4g あおな

ハンバーグみぞれがけ とりにく　ぶたにく たまねぎ　だいこん 2.8g たまご ごもくまめ こんぶ とりにく だいず さとう ごぼう にんじん えだまめ 807kcakl 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 ごぼう

812kcal ひきなじる あぶらあげ みそ さといも にんじん だいこん ねぎ 2.9g

キムチじる ぶたにく みそ とうふ あぶら さとう
えのき はくさい  チンゲンサイ
にら

3.0g むすびパン 牛乳 牛乳 パン 624kcal さかな

フルーツゼリー ゼリー ほうれんそうグラタン 牛乳 　チーズ ほうれんそう 2.5g まめ

ごはん 牛乳 牛乳 こめ 612lcal かいそう はなやさいサラダ たまご マヨネーズ さとう
ブロッコリー カリフラワー きゅう
り

729kcal くだもの

いわしのごまみそに いわし　みそ さとう 2.1g くだもの ポトフ
ぶたにく ウインナーソー
セージ

じゃがいも
にんじん たまねぎ キャベツ か
ぶ パセリ

3.1g

いりどり とりにく さとう さといも  あぶら
たけのこ れんこん にんじん し
いたけ グリーンピース

なめことチンゲンサイのかきたまじる たまご とうふ かたくりこ にんじん なめこ チンゲンサイ ごはん 牛乳 牛乳 こめ 676kcal たまご

ししゃもフライ ししゃも じゃがいも　こめこ　 あぶら 2.1g まめ

ごはん 牛乳 牛乳 こめ 625kcal たまご じゃがぶたキムチ ぶたにく（亜麻豚） さとう あぶら
にんじん たまねぎ はくさい　グ
リンピース

867kcal

こめこパンこのさけフライ さけ こむぎこ　こめパンこ　あぶら 2.3g くだもの なめこけんちんじる とうふ　あぶらあげ
ごぼう　にんじん だいこん  なめ
こ　ねぎ

2.8g

すきこんぶに
こんぶ　ちくわ　 あぶらあ
げ 　しらす

さとう あぶら にんじん 782kcal みかん みかん

みぞれじる ぶたにく さといも かたくりこ
しいたけ ごぼう にんじん だい
こん  みつば

2.7g ごはん 牛乳 牛乳 こめ 670kcal いも

ごはん 牛乳 牛乳 こめ 648kcal いも さばのみそに さば　みそ さとう 2.3g たまご

やきさばしょうがソースかけ さば さとう しょうが 1.9g たまご のりあえ のり　かまぼこ ごま ほうれんそう もやし にんじん 859kcal くだもの

ごまずあえ わかめ かつおぶし ごま さとう キャベツ にんじん れんこん 774kcal くだもの せんべいじる とりにく かやきせんべい
ごぼう だいこん にんじん しめじ
ねぎ

2.8g

きりたんぽじる とりにく きりたんぽ
だいこん にんじん まいたけ せ
り ねぎ

2.1g

交 流 す ま い る 給 食 ～遠野の肉を味わおう～

21 木

材　料　名

血・筋肉・歯・骨の
もとになるもの
（赤の食品）

エネルギーの
もとになるもの
（黄色の食品）
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土 淵 小 学 校　希 望 献 立

鮭 の 日　献 立

令和元年 １１月    献立のお知らせ

金

19

とくに
お家で
食べても
らいたい
食品

13 水
体の調子を
整えるもの
（緑の食品）

スプーン

スプーン

スプーン

スプーン



日 曜 こんだて名 赤の食品 黄色の食品 緑の食品 摂取量

ごはん 牛乳 牛乳 こめ 609kcal さかな

あつやきたまご たまご 2.5g あおな

じゃがいものそぼろに とりにく さとう あぶら じゃがいも
たまねぎ にんじん たけのこ さ
やいんげん

752kcal くだもの

わかめのみそしる わかめ　とうふ みそ だいこん にんじん ねぎ 3.0g

ごはん 牛乳 牛乳 こめ 710kcal たまご

いわしなんばんづけ いわし
でんぷん　あぶら ごまあぶら
さとう

ねぎ 2.1g かいそう

チンジャオロースー 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

839kcal まめ

はるさめスープ なると はるさめ にんじん チンゲンサイ にら 2.4g いも

りんご りんご

こくとうパン 牛乳 牛乳 パン 664kcal さかな

ポテトのキッシュ 牛乳　チーズ じゃがいも 2.5g たまご

チリコンカン
ぶたにく しろいんげんま
め

あぶら さとう
にんじん たまねぎ マッシュルー
ム グリーンピース

814kcal かいそう

やさいスープ とりにく
にんじん たまねぎ はくさい
コーン チンゲンサイ

3.6g くだもの

（中）ベビーチーズ チーズ

ごはん 牛乳 牛乳 こめ 712kcal さかな

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 にんにく 2.5g まめ

アンサンブルエッグ たまご  チーズ 880kcal かいそう

フルーツポンチ ゼリー パイン もも みかん 2.9g

ごはん 牛乳 牛乳 こめ 596kcal たまご

チキンみそカツ とりにく 　みそ パンこ　あぶら 1.8g まめ

はるさめサラダ くらげ はるさめ さとう ごま キャベツ きゅうり コーン みかん 742kcal くだもの

さんりくスープ
ほたて いか わかめ ふの
り

にんじん えのき はくさい ねぎ 2.3g

☆献立は、都合により変更することがあります。

☆米と味噌は遠野産を使用しています。

☆6日、13日、15日、20日、27日、28日はスプーンがつきます。

29 金

25

27

宮 守 小 学 校　希 望 献 立

26 火

28 木

中学校基準値
エネルギー　830kcal

食塩　2.5g未満

月

水

小学校（中学年）基準値
エネルギー　650kcal

食塩　2.0g未満

スプーン

スプーン

11月給食だより
感謝して食べよう
かんしゃ た


