
令和元年 11月献立表

(kcal) (％) (％) (g)

※　アレルギーなどもありますので、「給食で初めて食べる」ということがないよう、ご家庭でもいろいろな食品を食べる経験をもっていただければ有難く存じます。

※　食材料購入の都合により献立を変更する場合がありますので、ご了承ください。   ※給食回数20回

エネルギー たんぱく質
(kcal) (％)

601 15.7

650
エネルギーの
13～20%

体の調子を整える
ｴﾈﾙｷﾞｰ  たんぱく質  脂質  塩分

日 曜

関町北小学校

【給食目標】感謝の気持ちで食事をしよう
実施日

献　　立　　名
赤の食品 黄色の食品 緑の食品 栄　　養　　量

血や肉、骨や歯になる 体を動かす熱や力になる

554 17.9 25.5 2.4

5 火

わかめごはん
おからコロッケ
キャベツのみそ汁
五目豆

わかめごはんのもと ぎゅうにゅう
ぶたにく おから あぶらあげ みそ
だいず きざみこんぶ

こめ あぶら さとう じゃがいも
マッシュポテト こむぎこ パンこ

にんじん たまねぎ キャベツ ねぎ
ごぼう れんこん ほししいたけ

1 金

赤飯
鮭の西京焼き
すまし汁
五色あえ

ささげ ぎゅうにゅう さけ みそ なると
わかめ

こめ もちごめ くろごま さとう
こまつな えのきたけ にんじん もやし
キャベツ コーン

601 13.0 21.7 2.5

6 水
高野豆腐のそぼろ丼
さつま汁
白菜の即席漬け

とりにく こうやどうふ ぎゅうにゅう
あぶらあげ みそ

こめ あぶら さとう さつまいも
しょうが にんじん ほししいたけ
さやいんげん だいこん ねぎ はくさい
とうな

594 16.6 25.6 2.7

7 木

黒豆ごはん
いかのかりんと揚げ
沢煮椀
野菜のみそドレッシングあえ

くろだいず ぎゅうにゅう いか
とりにく とうふ みそ

こめ もちごめ さとう しろごま
かたくりこ あぶら

にんじん だいこん ねぎ キャベツ
もやし こまつな

596 16.6 26.4 2.5

8 金
ジャージャー麺
大豆もやしのナムル
手作りお祝いデザート

ぶたにく みそ ぎゅうにゅう アガー
なまクリーム

ちゅうかめん あぶら さとう
かたくりこ ごまあぶら いちごジャム

にんにく しょうが にんじん
たまねぎ たけのこ ほししいたけ
こまつな もやし

624 15.0 30.9 3.1

11 月

五穀ごはん
ししゃものみりん焼き
肉じゃが
カミカミいかサラダ

　　　　　　　ぎゅうにゅう ししゃも
　　　　　　　 ぶたにく さきいか

こめ もちごめ あかまい くろまい きび
あぶら こんにゃく さとう じゃがいも

しょうが ほししいたけ たまねぎ
にんじん だいこん きゅうり

599 16.2 25.8 2.2

12 火

五分つき米入りごはん
豚肉の梅肉ソースかけ
玉ねぎのみそ汁
さつまいものきんぴら

ぎゅうにゅう ぶたにく あぶらあげ
みそ さつまあげ

こめ さとう さつまいも あぶら
しろごま

しょうが ねりうめ たまねぎ にんじん
れんこん さやいんげん

650 15.4 29.2 2.6

13 水

麦ごはん
回鍋肉
わかめスープ
くだもの（りんご）

　　　　　ぎゅうにゅう ぶたにく みそ
　　　　　はっちょうみそ　だいず
　　　　　とりにく わかめ とうふ

こめ おおむぎ あぶら さとう
かたくりこ ごまあぶら

にんにく キャベツ にんじん
ピーマン ねぎ　しょうが
くだもの（りんご）

581 16.5 25.4 2.2

14 木
ポークローフドック
コーンチャウダー
グリーンサラダ

ぶたひきにく ぎゅうにゅう ベーコン
コッペパン さとう あぶら バター
こむぎこ

たまねぎ キャベツ にんじん
トマトピューレ
コーン もやし こまつな

636 15.3 38.8 3.5

15 金
五目寿司
七福袋煮
三色あえ

とりにく あぶらあげ のり
ぎゅうにゅう
とうふ うずらたまご

こめ さとう あぶら こんにゃく
かたくりこ

ほししいたけ にんじん れんこん
かんぴょう ごぼう もやし こまつな

549 15.7 26.4 2.7

18 月
コーヒー

牛乳

ガーリックライス
フェイジョアータ
鶏肉のヴィナグレッジソース

　　　　　コーヒーぎゅうにゅう
　　　　　 いんげんまめ
　　　　　ぶたにく ウインナー
　　　　　 とりにく

こめ おおむぎ あぶら さとう
じゃがいも オリーブオイル

にんにく しょうが にんじん たまねぎ
トマトかん ピーマン

705 14.9 34.0 1.9

19 火

五分つき米入りごはん
味噌カツ
のっぺい汁
磯香あえ

ぎゅうにゅう ぶたにく みそ とりにく
あぶらあげ のり

こめ こむぎこ パンこ あぶら
ごまあぶら さとう こんにゃく
さといも かたくりこ

にんにく しょうが ごぼう にんじん
だいこん キャベツ こまつな

684 14.9 31.7 2.4

20 水
きんぴらバーガー
ポトフ
くだもの（洋なし）

さつまあげ チーズ ぎゅうにゅう
ウインナー  ベーコン

まるパン あぶら さとう じゃがいも
にんじん ごぼう たまねぎ セロリー
キャベツ にんにく
くだもの（ようなし）

585 15.0 32.9 2.9

21 木

五分つき米入りごはん
油淋鶏
中華スープ
大根とわかめの中華風サラダ

ぎゅうにゅう とりにく わかめ
こめ かたくりこ じょうしんこ あぶら
さとう ごまあぶら しろごま

しょうが ねぎ ほししいたけ
にんじん にら
こまつな だいこん きゅうり

599 17.4 25.5 2.3

22 金

五分づき米入りごはん
魚の照り焼き
白菜のみそ汁
キャベツのごまあえ

ぎゅうにゅう ヒラマサ あぶらあげ
みそ

こめ さとう しろすりごま
はくさい にんじん ねぎ キャベツ
こまつな

552 19.1 23.3 2.0

25 月

五分つき米入りごはん　のりの佃煮
ホキの紅葉揚げ
野菜のみそ汁
切干大根の煮物

ぎゅうにゅう のり ホキ たまご
あぶらあげ みそ さつまあげ

こめ さとう こむぎこ あぶら
しょうが にんじん だいこん ねぎ
こまつな きりぼしだいこん

614 15.6 26.2 2.5

26 火

麦ごはん
米粉のカレーライス
フレンチサラダ
ぶどうゼリー

ぎゅうにゅう ぶたにく アガー
こめ おおむぎ あぶら じゃがいも
ざらめ こめこ さとう

しょうが にんにく にんじん たまねぎ
キャベツ コーン ぶどうジュース

602 13.1 20.8 1.8

27 水
豚肉チャーハン
ワンタンスープ
春雨サラダ

ぶたにく ぎゅうにゅう ぶたにく
なると
ハム

こめ あぶら ごまあぶら
ワンタンのかわ はるさめ さとう
しろごま

ねぎ たまねぎ にんじん グリンピース
しょうが もやし こまつな
ほししいたけ きゅうり

566 14.0 33.6 3.2

28 木
けんちんうどん
ちくわの磯辺揚げ
大根ときゅうりのさっぱりサラダ

とりにく あぶらあげ ぎゅうにゅう
ちくわ あおのり

うどん あぶら こんにゃく さといも
さとう こむぎこ あぶら

ごぼう にんじん だいこん ねぎ
きゅうり しょうが

558 16.1 30.0 2.6

29 金

麦ごはん
豆腐入りおろしハンバーグ
みそ汁
キャベツの塩昆布あえ

ぎゅうにゅう ぶたにく とりにく
とうふ あぶらあげ みそ しおこんぶ

こめ おおむぎ さとう
たまねぎ ねぎ だいこん はねぎ
にんじん こまつな キャベツ

564 16.6 27.3 2.2

食物繊維
(％) (g) (mg) (mg) (mg)

月
脂質 食塩相当量 カルシウム マグネシウム 鉄

平均値 28.2 2.5 316 85

ビタミンA ビタミンB1 ビタミンB2 ビタミンC

1.8 241 0.37 0.45 24 4.1
(ugRAE) (mg) (mg) (mg) (g)

200 0.40 0.40 20 5以上基準値
エネルギーの
20～30%

2未満 350 50 3.0

なかよし給食

いい歯の日の

献立

オリパラメニュー

【ブラジル】

練馬産キャベツの

一斉使用日の献立

七五三献立
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コラボ献立

お誕生日給食

食育の日

郷土料理【愛知県】

開校記念日

お祝い献立


