
令和３年 10月 土庄町立中央学校給食センター

ふきよせごはん,牛乳 鶏肉 牛乳 にんじん しめじ,えだまめ 米 くり 635 kcal
切り干し大根の煮物 油揚げ 煮干し(だし) にんじん 切干しだいこん 希少糖 なたね油 793 kcal
さつまいもとごぼうのみそ汁 油揚げ,中みそ,麦みそ 煮干し(だし) にんじん,葉ねぎ だいこん,ごぼう さつまいも,こんにゃく 23.8 ｇ

16.9 ｇ
ごはん,牛乳 牛乳 米 635 kcal
豆腐の中華煮 豆腐,豚肉 にんじん,チンゲンサイ たまねぎ,しいたけ,しょうが かたくり粉 ごま油 792 kcal
ちんげんさいとツナのソテー まぐろ チンゲンサイ キャベツ なたね油 26.8 ｇ

21.1 ｇ
麦ごはん,牛乳 牛乳 米,おおむぎ 661 kcal
さわらの照り焼き さわら 希少糖 812 kcal
ひじきの煮物 油揚げ 干ひじき にんじん こんにゃく,希少糖 なたね油 30.2 ｇ
豆腐と大根のみそ汁 豆腐,中みそ,麦みそ わかめ,煮干し(だし) にんじん,葉ねぎ だいこん 19.5 ｇ
ごはん,牛乳 牛乳 米 634 kcal
肉じゃが 豚肉 にんじん,さやいんげん たまねぎ じゃがいも,しらたき,希少糖 なたね油 803 kcal
キャベツともやしのソテー ウインナー キャベツ,もやし なたね油 21.8 ｇ
味つけのり のり 16.9 ｇ
ごはん,牛乳 牛乳 米 646 kcal
豚肉と大豆のなかよし煮 豚肉,だいず にんじん,さやいんげん ごぼう こんにゃく,希少糖 なたね油 823 kcal
ほうれん草とキャベツのソテー ウインナー ほうれんそう キャベツ なたね油 25.7 ｇ

19.8 ｇ
鉄人キーマカレー,牛乳 牛ひき肉,豚ひき肉,豚レバー 牛乳 にんじん,青ピーマン たまねぎ,にんにく 米,希少糖 なたね油 723 kcal
こまつなのごまドレッシングあえ こまつな もやし 希少糖 ごま,なたね油 879 kcal
ブルーベリークレープ ブルーベリークレープ 723 ｇ

26.1 ｇ
麦ごはん,牛乳 牛乳 米,おおむぎ 643 kcal
厚揚げと春雨のピリ辛 豚肉,厚揚げ にら 太ねぎ,にんにく,しょうが はるさめ,希少糖,かたくり粉 なたね油,ごま油 805 kcal
こまつなとキャベツのひたし かつお節 こまつな キャベツ 24.7 ｇ

20.7 ｇ
ごはん,牛乳 牛乳 米 636 kcal
じゃがいもと鶏肉の煮物 鶏肉 にんじん たまねぎ じゃがいも,こんにゃく,希少糖 なたね油 791 kcal
もやしとツナのソテー まぐろ にんじん もやし なたね油 26.0 ｇ
あさりの佃煮 あさり 14.0 ｇ
ごはん,牛乳 牛乳 米 624 kcal
さけのごま風味焼き さけ しょうが ごま 764 kcal
ほうれん草と白菜のあえもの ほうれんそう はくさい 31.0 ｇ
じゃがいものみそ汁 油揚げ,中みそ,麦みそ わかめ,煮干し(だし) 葉ねぎ たまねぎ じゃがいも 15.5 ｇ
ごはん,牛乳 牛乳 米 647 kcal
高野豆腐の煮物 鶏肉,高野豆腐,かつお節(だし) にんじん,さやいんげん たまねぎ,しいたけ 希少糖 805 kcal
もやしとピーマンのソテー ベーコン 青ピーマン もやし なたね油 29.5 ｇ

19.8 ｇ
ガーリックライス,牛乳 鶏肉 牛乳 にんじん,パセリ にんにく,たまねぎ 米 オリーブ油 621 kcal
ツナとコーンのサラダ まぐろ にんじん キャベツ,コーン 希少糖 ごま油 753 kcal
ミネストローネ ベーコン にんじん たまねぎ,キャベツ マカロニ･じゃがいも オリーブ油 21.8 ｇ
豆乳プリン 豆乳プリン 16.9 ｇ
中華丼,牛乳 豚肉,いか,うずら卵 牛乳 にんじん たまねぎ,キャベツ,しいたけ,たけのこ 米,おおむぎ,かたくり粉 ごま油 642 kcal
ちんげんさいとキャベツのソテー ウインナー チンゲンサイ キャベツ なたね油 790 kcal
スティックチーズ チーズ 26.2 ｇ

22.3 ｇ
ごはん,牛乳 牛乳 米 625 kcal
すずきの西京焼き すずき,白みそ 762 kcal
三色ごまあえ ほうれんそう,にんじん キャベツ ごま 32.2 ｇ
けんちん汁 豆腐,鶏肉,油揚げ,かつお節(だし) こんぶ(だし) にんじん,葉ねぎ こんにゃく 16.7 ｇ
野菜ふりかけ かつお節 のり ごま
わかめ入りごはん,牛乳 わかめ,牛乳 米 612 kcal
鶏肉入り五目煮豆 鶏肉,だいず こんぶ にんじん ごぼう,れんこん こんにゃく,希少糖 なたね油 756 kcal
キャベツと水菜のソテー ウインナー みずな キャベツ なたね油 24.6 ｇ
焼きのり のり 16.2 ｇ
ごはん,牛乳 牛乳 米 654 kcal
マーボー豆腐 豆腐,豚ひき肉,赤みそ にら,にんじん しいたけ,にんにく,しょうが 希少糖,かたくり粉 ごま油 821 kcal
バンサンスー にんじん きゅうり,もやし はるさめ,希少糖 ごま油 25.9 ｇ

20.8 ｇ
ハヤシライス,牛乳 豚肉 牛乳 にんじん たまねぎ 米,じゃがいも なたね油 685 kcal
こまつなのアーモンドあえ こまつな キャベツ アーモンド 862 kcal
みかん みかん 22.2 ｇ

19.1 ｇ
麦ごはん,牛乳 牛乳 米,おおむぎ 623 kcal
さばの塩焼き さば 757 kcal
こまつなと白菜のあえもの こまつな はくさい 28.9 ｇ
大根のみそ汁 油揚げ,中みそ,麦みそ わかめ,煮干し(だし) 葉ねぎ だいこん 19.8 ｇ
ごはん,牛乳 　　　　　　　 米 627 kcal
チンジャオロースー 牛肉,豚肉 青ピーマン,にんじん たけのこ,しょうが 希少糖,かたくり粉 なたね油 795 kcal
春雨スープ 豚ひき肉 にんじん,葉ねぎ しいたけ,はくさい,しょうが はるさめ,かたくり粉 23.7 ｇ

19.4 ｇ
ごはん,牛乳 牛乳 米 657 kcal
鶏肉のレモン揚げ 鶏肉 レモン かたくり粉,希少糖 なたね油 818 kcal
ほうれん草のドレッシングあえ ほうれんそう もやし 希少糖 なたね油 28.9 ｇ
白菜スープ ベーコン にんじん,葉ねぎ だいこん,しめじ,はくさい,しょうが かたくり粉 17.6 ｇ
ごはん,牛乳 牛乳 米 671 kcal
高野豆腐のそぼろ煮 豚ひき肉,高野豆腐,かつお節(だし) にんじん,さやいんげん たまねぎ,しいたけ 希少糖 739 kcal
こまつなともやしのソテー ベーコン こまつな もやし なたね油 28.3 ｇ

23.2 ｇ
チキンピラフ,牛乳 鶏肉 牛乳 にんじん たまねぎ,グリンピース 米 なたね油 634 kcal
キャベツとピーマンのソテー ベーコン 青ピーマン キャベツ なたね油 765 kcal
ポテトスープ ウインナー にんじん たまねぎ じゃがいも 21.6 ｇ
パンプキンマフィン パンプキンマフィン 18.1 ｇ

※ ぱくぱくだよりでお知らせした通り、10月から毎週木曜日のパン給食が休止となっています。
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こ ん だ て ひ ょ う

日 献立名
赤の仲間

血や肉になる
緑の仲間

体の調子を整える
黄の仲間

熱や力の元になる

ｴﾈﾙｷﾞｰ(小)

ｴﾈﾙｷﾞｰ(中)
たんぱく質

脂質


