
えいようか

656 なまあげ ぶたにく しょうが しいたけ さとう ごまあぶら

30.8 だいず あおさのり たけのこ きくらげ こめ サラダあぶら

23.3 ぎゅうにゅう とりにく にんじん たまねぎ でんぷん だいずあぶら

1.71
656 ぶたにく ベーコン にんじん にら　みかん こめ ごまあぶら

24.5 たまご さきいか こまつな キムチ でんぷん マヨネーズ

23.6 チ－ズ ぎゅうにゅう ながねぎ きゅうり さとう サラダあぶら

2.98 コーン ごぼう

685 ほき みそ たまねぎ しめじ マヨネーズ じゃがいも

31.1 ぶたにく ぎゅうにゅう コーン ごぼう ごまあぶら こめ

24.1 だいず とりにく にんじん えだまめ

2.98 あぶらあげ だいこん ながねぎ

683 ぶたにく ぎゅうにゅう にんじん キャベツ でんぷん サラダあぶら

28.7 とりにく だいず きゅうり ブロッコリー ごまあぶら さとう

21.0 たまご こめ さといも

2.39 えだまめ ほうれんそう ゼリー

624 とうふ ぶたにく たまねぎ にら こめ ごまあぶら

25.7 だいず みそ にんじん にんにく さとう でんぷん

18.3 ハム ぎゅうにゅう しょうが きゅうり はるさめ

2.60 オレンジ

619 とりにく あぶらあげ にんじん だいこん

24.6 ぶたレバー とうにゅう ながねぎ こまつな でんぷん じゃがいも

20.3 ぎゅうにゅう しいたけ しょうが だいずあぶら サラダあぶら

3.20 ほうれんそう ごま　こめこ くろざとう

630 ぎゅうにゅう とりにく にんにく たまねぎ ごま こめ

26.1 みそ ぶたにく にんじん はねぎ じゃがいも ごまあぶら

17.7 わかめ ちりめんじゃこ キャベツ もやし さとう サラダあぶら

2.31 こんぶ コーン

647 わかさぎ とりにく だいこん にんじん こめ おおむぎ

26.1 なまあげ みそ えだまめ しょうが さとう サラダあぶら

21.6 のり ぎゅうにゅう ほうれんそう こまつな

1.86 えのきたけ

616 さけ こうりどうふ しょうが にんにく こめ さとう

29.7 ツナ みそ でんぷん だいずあぶら

17.6 ぎゅうにゅう ごま

2.16 しいたけ さやいんげん

625 ぶたにく だいず パン サラダあぶら

29.9 チーズ とりにく たまねぎ ブロッコリー こめこ

25.5 とうにゅう ぎゅうにゅう

2.44
669 ぶたにく かつおぶし たまねぎ しいたけ こめ さとう

24.3 ぎゅうにゅう ながねぎ ほうれんそう ごま サラダあぶら

17.3 キャベツ にんじん しらたま ゼリー

1.56 パイン もも　レモン

684 ぶたにく ぎゅうにゅう にんにく たまねぎ こめ サラダあぶら

27.2 ハム マッシュルーム コーン こむぎこ バター

24.3 きゅうり キャベツ ゼリー

1.87 にんじん トマト

694 いか　 ぎゅうにく ごぼう こまつな こめ だいずあぶら

21.5 ツナ ぎゅうにゅう ながねぎ しいたけ さといも さとう

23.1 だいこん にんじん マヨネーズ ごま

2.28 きゅうり

676 ぶたにく ぎゅうにゅう ごまあぶら さとう

26.7 とりにく あぶらあげ サラダあぶら ごま

24.7 こめ でんぷん

2.06 だいずあぶら

695 ベーコン さば こめ バター

24.9 ヨ－グルト ぶたにく たまねぎ にんじん ごまあぶら さつまいも

29.1 なまあげ みそ だいずあぶら さとう

2.56 だいず ぎゅうにゅう

642 ぶたにく うずらたまご しいたけ たけのこ こめ ごまあぶら

26.1 いか とりにく きくらげ はくさい でんぷん さとう

19.4 くらげ みそ にんじん たまねぎ サラダあぶら ごま

1.94 ぎゅうにゅう

663 とりにく ひじき にんにく しょうが こめ じゃがいも

21.3 ハム ぎゅうにゅう たまねぎ にんじん サラダあぶら おおむぎ

19.9 りんご きゅうり

2.29 キウイ トマト

641 ぎんひらす ぶたにく にんにく にんじん こめ さとう

26.2 とうふ あぶらあげ ごぼう だいこん じゃがいも でんぷん

18.3 みそ ぎゅうにゅう ながねぎ さやいんげ こめこ だいずあぶら

2.58 ごま

673 ベーコン とりにく たまねぎ にんじん パン マーガリン

24.4 ぶたにく ヨーグルト コーン しめじ さとう ごま

29.7 ぎゅうにゅう キャベツ きゅうり マカロニ サラダあぶら

2.50 にんにく トマト ごまあぶら

※食材の入荷状況等の都合により、 栄養基準量

献立や材料が変わる場合があります。  　 エネルギー 650kcal

※献立表に記載してある食品は、 たんぱく質(※） (13～20％)

主に使用している食品であり、　 脂質(※) (20～30％)

すべての食品についての記載では    食塩相当量 2.0ｇ未満

ありませんのでご了承ください。    ※学校給食における摂取エネルギーに対する割合

(水)
セサミトースト
ABCスープ
ぶたしゃぶサラダ　ヨーグルト
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ほきのマヨネーズやき
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21 (金)

やきカレーパン
とりにくときのこのシチュー
ブロッコリーサラダ

セルフぶたどん（ごはん・ぶたにくどんのぐ）
おかかサラダ
フルーツしらたま

ごはん
いかごまフライ　いもに
ツナとだいこんのマヨサラダ

ハヤシライス
コーンサラダ
アセロラゼリー

9 (水)

11

15

30

(火)

こんさいピラフ
さばのタンドリーグリル  いためやさいのスープ
さつまいものかりんとうふう

ごはん
はっぽうさい
バンバンジー　りんご

チキンカレーライス
ひじきのマリネ
キウイフルーツ

(火)
ごはん
とりにくのレモンソース  ちゃんこじる
きりぼしだいこんのサラダ

ごはん
マーボーどうふ
バンサンスー　オレンジ

にこみうどん
レバーとポテトのごまあえ
こくとうこめこむしパン

ごはん
とりにくのみそやき　しおぶたにくじゃが
かいそうとじゃこのサラダ

ごはん
さけのこうみやき　こうやどうふのあげに
やさいのみそあえ

むぎごはん
わかさぎフリッター（2ほん）
だいこんのみそに　わふうサラダ

(金)

26.3ｇ（16.0％）

うどん　さといも　さとう

１カ月の平均値

656kcal

きゅうり　しめじ　にんじん

しょうが　ながねぎ　レモン　しいたけ

パセリ　はくさい　ごぼう　だいこん

パセリ　こまつな　しょうが

にんにく　ながねぎ　だいこん

ごぼう　もやし　れんこん

きゅうり　もやし　りんご

こまつな  キャベツ　ながねぎ

にんにく  しょうが  ながねぎ

ながねぎ　パセリ  こまつな

にんじん　もやし　だいこん

にんにく  しょうが  にんじん

エリンギ　ほうれんそう　コーン

えのきたけ　しめじ　トマト

きりぼしだいこん　にんにく

11月のおたんじょうきゅうしょく

しょくいくの日 全国きょうどりょうりめぐり

食材産地情報

米 四街道

パン(小麦粉）千葉・北海道

牛乳 千葉

豚肉

千葉・青森・山形・埼玉
群馬・茨城・鹿児島

宮崎・北海道

鶏肉

岩手･北海道・宮崎

鹿児島

鶏卵 千葉

いか ペルー

ぎんひらす

ニュージーランド

ほき ニュージーランド

さけ 北海道

さば ノルウェー

わかさぎ カナダ・ロシア

じゃが芋 北海道

里芋 千葉

さつま芋 四街道

小松菜 千葉・茨城

ほうれん草 千葉・九州

人参 北海道・千葉

ブロッコリー エクアドル

キャベツ 千葉・茨城

白菜 千葉・長野・茨城

ごぼう 青森・千葉

セロリ 長野

玉葱 北海道

長葱 千葉・茨城

白菜 北海道・茨城

にら 千葉・茨城

大根 千葉

きゅうり 千葉・群馬

根生姜 四街道・熊本

パセリ 千葉

にんにく 青森

れんこん 佐倉

もやし 栃木

コーン 北海道

さやいんげん タイ

干し椎茸 九州

えのき茸 長野

エリンギ 長野・鳥取

しめじ 長野

マッシュルーム

インドネシア

きくらげ 九州

キウイフルーツ

ニュージーランド・愛媛

りんご 青森・秋田

みかん 佐賀・熊本

オレンジ

アメリカ・オーストラリア

わかめ 三陸

ひじき 大分・長崎

のり 香川・岡山

※産地については、市場

での調達が納入当日のた

め、最新の出荷状況及び

普段からの取引実績を考

慮しての予定です。

また、出荷制限や出荷

禁止となった食品につい

ては市場に出回りません。

西中学区 とういつこんだて

2４（木）は西中学区統一献立です。
西中学校と同じ献立をつくります。

地場産物のれんこん・にんじん・だいこん・

ごぼう・さつまいも・こめを使ってつくり

ます。


