
kcal 659 kcal

1日 〇 g 17日 〇 27.2 g

(火) g (木) 26.6 g

g 3.2 g

kcal 627 kcal

2日 g 18日 26.3 g

(水) g (金) 11.4 g

g 2.3 g

609 kcal

3日 21日 31.3 g

(木) (月) 19.3 g

2.8 g

617 kcal

4日 22日 26.3 g

(金) (火) 17.0 g

2.7 g

600 kcal

7日 〇 24.8 g 23日

(月) 19.2 g (水)
3.3 g

653 kcal 595 kcal

8日 27.3 g 24日 26.5 g

(火) 23.4 g (木) 20.5 g

2.4 g 3.3 g

657 kcal 626 kcal

9日 23.7 g 25日 29.0 g

(水) 17.4 g (金) 24.3 g

2.4 g 2.5 g

694 kcal 720 kcal

10日 23.0 g 28日 28.0 g

(木) 25.9 g (月) 24.2 g

4.0 g 2.6 g

685 kcal 533 kcal

11日 〇 21.0 g 29日 24.7 g

(金) 15.3 g (火) 13.8 g

箟小なし 2.3 g 1.9 g

709 kcal 554 kcal

14日 24.0 g 30日 22.2 g

(月) 19.9 g (水) 13.8 g

4.2 g 1.9 g

600 kcal ※食育の推進をはかるために設けられたのが「食育の日」です。一日一回は家族そろって食事をしましょう。

15日 26.2 g

(火) 17.6 g

2.8 g

642 kcal

16日 22.5 g

(水) 20.7 g

2.8 g

日 主　食 スプーン

栄養価

献　　　立　　　名

令和4年度　　涌谷町学校給食センター

（ 小学校 ）
※牛乳は毎日つきます。（体をつくる食品のなかま）

たんぱく質・無機質 ビタミン・無機質 炭水化物・脂質

ぶたにく,だいず,
いんげんまめ,
ひよこまめ,
ロースハム,スキムミ
ルク,なまクリーム

たまねぎ,ピーマン,キャベツ,
きゅうり,ブロッコリー,コーン

ミルクパン,あぶら,
さとう,バター

エネルギー
たんぱく質
脂質

食塩相当量
たんぱく質・無機質 ビタミン・無機質 炭水化物・脂質

ごはん

739

23.0

26.2

2.1

メンチカツ
パックソース
◎キャベツとコーンのサラダ
秋のクリームシチュー

ロースハム,とりにく,
ベーコン,なまクリーム,
ぎゅうにゅう,
スキムミルク

キャベツ,コーン,にんじん,
たまねぎ,マッシュルーム,
しめじ,さやいんげん

ごはん

603

25.5

17.6

2.4

こうみやきにく
◎はくさいのうめあえ
わかめじる

ぶたにく,かつおぶし,
とうふ,あぶらあげ,
みそ,わかめ

にんじん,たまねぎ,ねぎ,はくさい
,きゅうり,うめ

ごはん,こめ,
ごまあぶら,さとう,
じゃがいも

ごはん,あぶら,
さつまいも,バター

ミルクパン

ポークビーンズ
◎グリーンサラダ
コーンポタージュ

金のいぶき
ごはん

さばのみそに
◎ほうれんそうのなっとうあえ
うーめんじる

ささかまのいそべあげ
ごもくきんぴら
ほうとう

ささかまぼこ,
あおさ,ぶたにく,みそ

ごぼう,にんじん,れんこん,
きぬさや,かぼちゃ,だいこん,
ねぎ,こまつな,しめじ

パン,こむぎこ,あぶら,
ごまあぶら,さとう,
ごま,ほうとう

さば,なっとう,とりにく,
なると,あぶらあげ,
かつおぶし

ほうれんそう,きゅうり,にんじん,
たけのこ,ほししいたけ,ねぎ

ごはん,うーめん

ごはん

とりにくのみそづけやき
きりぼしだいこんのいりに
こねぎちゃんこなべ

とりにく,みそ,
あぶらあげ,とりにく,
ぶたにく,かつおぶし

きりぼしだいこん,にんじん,
ほししいたけ,はくさい,だいこん,
えのきたけ,ごぼう,こねぎ,
たまねぎ

ごはん,さとう,あぶら

ごはん

モウカザメのからあげ
　オーロラソースがけ
カラフルやきビーフン
むらくも汁

さめ,みそ,ぶたにく,
とうふ,たまご,
かつおぶし

にんじん,パプリカ,こまつな
キャベツ,こねぎ

ごはん,こめ,あぶら,
さとう,ビーフン,
ごまあぶら,
かたくりこ

ごはん
ほっけのフライ　　パックソース
◎ごぼうのちゅうかサラダ
ぶたにくともやしのみそしる
だいずとこざかなパック

ほっけ　,ロースハム,
くきわかめ,ぶたにく,
なまあげ,みそ,
かつおぶし,だいず,
かたくちいわし

ごぼう,きゅうり,にんじん,
もやし,ねぎ

ごはん,あぶら,
ごまあぶら,さとう,
パンこ,こむぎこ

ミニ米粉パン

ごはん

あげめだまやき
ガパオライスのぐ
しるビーフン

たまご,ぶたにく,
とりにく

たまねぎ,ピーマン,パプリカ
,にんじん,エリンギ,はくさい,
きくらげ,こねぎ

ごはん,あぶら,
ごまあぶら,さとう,
ビーフン

ほっけのしおやき
ぶたバラとだいこんのこってりに
だしをあじわうすましじる

ほっけ,ぶたにく,とうふ,
なると,こんぶ，
,かつおぶし

だいこん,にんじん,しょうが,
さやいんげん,みつば,ねぎ,
えのきたけ

ごはん,さとう,あぶら

背割りソフトパン

ボイルウィンナー
やきそば
ザーサイとはるさめのスープ

ウィンナー,ぶたにく
キャベツ,にんじん,もやし,たまねぎ,
ピーマン,ザーサイ,はくさい,きくら
げ,ほししいたけ,ねぎ

パン,ちゅうかめん,
あぶら,はるさめ,
ごまあぶら

ごはん

ソースカツどん
（ポークカツ・◎ボイルキャベツ・
　　　　　とくせいだれ）
さつま汁
◎ヨーグルト

ぶたにく,とうふ,みそ,
かつおぶし,
ヨーグルト

キャベツ,しめじ,にんじん,
だいこん,ごぼう,ねぎ

ごはん,あぶら,さとう,
かたくりこ,
さつまいも

ごはん

ハンバーグおろしソースがけ
◎ブロッコリーとれんこんの
　　　ごまマヨサラダ
さわにわん

ぶたにく,とりにく,
たまねぎ,ロースハム,
ぶたにく,かつおぶし

だいこん,こねぎ,ブロッコリー,
れんこん,にんじん,ほししいたけ,
ごぼう,えのきたけ,ねぎ,たけのこ

ごはん,こめ,
マヨネーズ,ごま

ごはん

麦ごはん こまつなとコーンのソテー
ポークカレー
◎フルーツあんにんどうふ

ベーコン,ぶたにく,
チーズ,スキムミルク

コーン,こまつな,もやし,にんじん,
たまねぎ,みかん,パインアップル,も
も

ごはん,むぎ,あぶら,
じゃがいも,ゼリー

ごはん

ごはん,こめ,さとう,
あぶら,ごま
じゃがいも

ごはん

チンジャオロースー
◎もやしのちゅうかあえ
かきたまスープ

ぶたにく,みそ,
ちくわ,わかめ,
たまご,とうふ

ピーマン,パプリカ,たけのこ,
もやし,にんじん,きゅうり,
こねぎ,たまねぎ

ごはん,ごまあぶら,
さとう,かたくりこ

あかうおのてりやき
にくじゃが
はくさいのみそしる

あかうお,ぶたにく,あぶ
らあげ,かつおぶし
みそ

たまねぎ,にんじん,きぬさや,
はくさい,ねぎ

ごはん,じゃがいも,
さとう,あぶら

わかめごはん

あつぎりハムカツ
◎はるさめサラダ
とんじる
◎ぶどうゼリー

わかめ,ロースハム,
ぶたにく,とうふ,みそ,
かつおぶし

きゅうり,にんじん,もやし,ごぼう,
だいこん,はくさい,ねぎ

ごはん,あぶら,
はるさめ,ごまあぶら,
さとう,ごま,じゃがいも,
ゼリー

ごはん

ごはん

たれかけにくだんご（２こ）
くきわかめのいりに
にくどうふ

とりにく,,くきわかめ,
あぶらあげ,ぶたにく,
とうふ

にんじん,たけのこ,はくさい,
ねぎ,えのきたけ,しめじ,きぬさや,
ごぼう,たまねぎ

ごはん,こめ,あぶら,
さとう,ごまあぶら,
パンこ

◎印のメニューと牛乳は、冷蔵庫に入っています。

ぶたにくとれんこんのいために
◎にらともやしのおひたし
じゃがいもとたまねぎのみそしる

ぶたにく,みそ,
あぶらあげ,
かつおぶし

れんこん,たまねぎ,パプリカ,
ブロッコリー,にら,キャベツ,
もやし,だいこん,ねぎ,しめじ

11月予定献立表

11月に使用予定

の涌谷産直食材

ほうれん草 小ねぎ キャベツ

きゅうり 大根 長ねぎ

食育の日給食

いい葉の日

カミカミメニュー

涌中リクエスト献立

いい和食の日献立

給食なし

当日の給食でも，「ごぼうの

中華サラダ」や「大豆の小

魚」を予定しています。

かむことの大切さを見直しま



947 kcal 848 kcal

1日 〇 28.3 g 17日 〇 34.2 g

(火) 32.3 g (木) 33.2 g

2.6 g 4.0 g

730 kcal 817 kcal

2日 30.9 g 18日 33.5 g

(水) 20.3 g (金) 12.7 g

3.0 g 3.0 g

777 kcal

3日 21日 37.7 g

(木) (月) 22.8 g

3.4 g

745 kcal

4日 22日 31.8 g

(金) (火) 19.6 g

3.3 g

748 kcal

7日 〇 30.1 g 23日

(月) 21.3 g (水)
4.0 g

811 kcal 726 kcal

8日 31.7 g 24日 32.6 g

(火) 27.5 g (木) 24.2 g

2.9 g 4.4 g

797 kcal 802 kcal

9日 28.1 g 25日 36.0 g

(水) 19.9 g (金) 29.3 g

3.2 g 3.2 g

855 kcal 913 kcal

10日 27.8 g 28日 34.3 g

(木) 28.6 g (月) 29.1 g

5.1 g 3.5 g

882 kcal 681 kcal

11日 〇 25.5 g 29日 30.3 g

(金) 17.7 g (火) 15.7 g

箟小なし 2.9 g 2.5 g

831 kcal 667 kcal

14日 27.1 g 30日 26.7 g

(月) 23.7 g (水) 15.8 g

4.7 g 2.6 g

729 kcal ※食育の推進をはかるために設けられたのが「食育の日」です。一日一回は家族そろって食事をしましょう。

15日 31.7 g

(火) 20.7 g

3.6 g

801 kcal

16日 27.1 g

(水) 25.8 g

3.7 g

ごはん

たれかけ肉だんご（３個）
茎わかめの炒り煮
肉豆腐

とりにく,,くきわかめ,
あぶらあげ,ぶたにく,
とうふ

にんじん,たけのこ,はくさい,
ねぎ,えのきたけ,しめじ,きぬさや,
ごぼう,たまねぎ

ごはん,こめ,あぶら,
さとう,ごまあぶら,
パンこ

◎印のメニューと牛乳は、冷蔵庫に入っています。

豚肉とれんこんの炒め煮
◎にらともやしのおひたし
じゃがいもと玉ねぎのみそ汁

ぶたにく,みそ,
あぶらあげ,
かつおぶし

れんこん,たまねぎ,パプリカ,
ブロッコリー,にら,キャベツ,
もやし,だいこん,ねぎ,しめじ

麦ごはん 小松菜とコーンのソテー
ポークカレー
◎フルーツ杏仁豆腐

ベーコン,ぶたにく,
チーズ,スキムミルク

コーン,こまつな,もやし,にんじん,
たまねぎ,みかん,パインアップル,も
も

ごはん,むぎ,あぶら,
じゃがいも,ゼリー

ごはん

ごはん,こめ,さとう,
あぶら,ごま
じゃがいも

ごはん

チンジャオロースー
◎もやしのちゅうかあえ
かきたまスープ

ぶたにく,みそ,
ちくわ,わかめ,
たまご,とうふ

ピーマン,パプリカ,たけのこ,
もやし,にんじん,きゅうり,
こねぎ,たまねぎ

ごはん,ごまあぶら,
さとう,かたくりこ

赤魚の照り焼き
肉じゃが
白菜のみそ汁

あかうお,ぶたにく,あぶ
らあげ,かつおぶし
みそ

たまねぎ,にんじん,きぬさや,
はくさい,ねぎ

ごはん,じゃがいも,
さとう,あぶら

わかめごはん

厚切りハムカツ
◎春雨サラダ
豚汁
◎ぶどうゼリー

わかめ,ロースハム,
ぶたにく,とうふ,みそ,
かつおぶし

きゅうり,にんじん,もやし,ごぼう,
だいこん,はくさい,ねぎ

ごはん,あぶら,
はるさめ,ごまあぶら,
さとう,ごま,じゃがいも,
ゼリー

ごはん

ほっけの塩焼き
豚バラと大根のこってり煮
だしを味わうすまし汁

ほっけ,ぶたにく,とうふ,
なると,こんぶ，
,かつおぶし

だいこん,にんじん,しょうが,
さやいんげん,みつば,ねぎ,
えのきたけ

ごはん,さとう,あぶら

背割りソフトパン

ボイルウィンナー
焼きそば
ザーサイと春雨のスープ

ウィンナー,ぶたにく
キャベツ,にんじん,もやし,たまねぎ,
ピーマン,ザーサイ,はくさい,きくら
げ,ほししいたけ,ねぎ

パン,ちゅうかめん,
あぶら,はるさめ,
ごまあぶら

ごはん

ソースカツ丼
（ポークカツ・◎ボイルキャベツ・
　　　　　特製だれ）
さつま汁
◎ヨーグルト

ぶたにく,とうふ,みそ,
かつおぶし,
ヨーグルト

キャベツ,しめじ,にんじん,
だいこん,ごぼう,ねぎ

ごはん,あぶら,さとう,
かたくりこ,
さつまいも

ごはん

ハンバーグおろしソースがけ
◎ブロッコリーとれんこんの
　　　ごまマヨサラダ
沢煮椀

ぶたにく,とりにく,
たまねぎ,ロースハム,
ぶたにく,かつおぶし

だいこん,こねぎ,ブロッコリー,
れんこん,にんじん,ほししいたけ,
ごぼう,えのきたけ,ねぎ,たけのこ

ごはん,こめ,
マヨネーズ,ごま

ごはん

ごはん
ほっけのフライ
パックソース
◎ごぼうの中華サラダ
豚肉ともやしのみそ汁
大豆と小魚パック

ほっけ　,ロースハム,
くきわかめ,ぶたにく,
なまあげ,みそ,
かつおぶし,だいず,
かたくちいわし

ごぼう,きゅうり,にんじん,
もやし,ねぎ

ごはん,あぶら,
ごまあぶら,さとう,
パンこ,こむぎこ

ミニ米粉パン

ごはん

揚げ目玉焼き
ガパオライスの具
汁ビーフン

たまご,ぶたにく,
とりにく

たまねぎ,ピーマン,パプリカ
,にんじん,エリンギ,はくさい,
きくらげ,こねぎ

ごはん,あぶら,
ごまあぶら,さとう,
ビーフン

笹かまの磯部揚げ
五目きんぴら
ほうとう

ささかまぼこ,
あおさ,ぶたにく,みそ

ごぼう,にんじん,れんこん,
きぬさや,かぼちゃ,だいこん,
ねぎ,こまつな,しめじ

パン,こむぎこ,あぶら,
ごまあぶら,さとう,
ごま,ほうとう

ごはん

鶏肉のみそ漬け焼き
切干大根の炒り煮
こねぎちゃんこ鍋

とりにく,みそ,
あぶらあげ,とりにく,
ぶたにく,かつおぶし

きりぼしだいこん,にんじん,
ほししいたけ,はくさい,だいこん,
えのきたけ,ごぼう,こねぎ,
たまねぎ

ごはん,さとう,あぶら

ごはん

モウカザメの唐揚げ
　オーロラソースがけ
カラフル焼きビーフン
むらくも汁

さめ,みそ,ぶたにく,
とうふ,たまご,
かつおぶし

にんじん,パプリカ,こまつな
キャベツ,こねぎ

ごはん,こめ,あぶら,
さとう,ビーフン,
ごまあぶら,
かたくりこ

ミルクパン,あぶら,
さとう,バター

ごはん

香味焼肉
◎白菜の梅和え
わかめ汁

ぶたにく,かつおぶし,
とうふ,あぶらあげ,
みそ,わかめ

にんじん,たまねぎ,ねぎ,はくさい
,きゅうり,うめ

ごはん,こめ,
ごまあぶら,さとう,
じゃがいも

金のいぶき
ごはん

さばのみそ煮
◎ほうれん草の納豆和え
うーめん汁

さば,なっとう,とりにく,
なると,あぶらあげ,
かつおぶし

ほうれんそう,きゅうり,にんじん,
たけのこ,ほししいたけ,ねぎ

ごはん,うーめん

ごはん

メンチカツ
パックソース
◎キャベツとコーンのサラダ
秋のクリームシチュー

ロースハム,とりにく,
ベーコン,なまクリーム,
ぎゅうにゅう,
スキムミルク

キャベツ,コーン,にんじん,
たまねぎ,マッシュルーム,
しめじ,さやいんげん

ごはん,あぶら,
さつまいも,バター

ミルクパン

ポークビーンズ
◎グリーンサラダ
コーンポタージュ

ぶたにく,だいず,
いんげんまめ,
ひよこまめ,
ロースハム,スキムミ
ルク,なまクリーム

たまねぎ,ピーマン,キャベツ,
きゅうり,ブロッコリー,コーン

日 主　食 スプーン

栄養価

献　　　立　　　名

令和4年度　　涌谷町学校給食センター

（ 中学校 ）
※牛乳は毎日つきます。（体をつくる食品のなかま）

たんぱく質・無機質 ビタミン・無機質 炭水化物・脂質

エネルギー
たんぱく質
脂質

食塩相当量
たんぱく質・無機質 ビタミン・無機質 炭水化物・脂質

11月予定献立表

11月に使用予定

の涌谷産直食材

ほうれん草 小ねぎ キャベツ

きゅうり 大根 長ねぎ

食育の日給食

いい葉の日

カミカミメニュー

涌中リクエスト献立

いい和食の日献立

給食なし

当日の給食でも，「ごぼうの

中華サラダ」や「大豆の小

魚」を予定しています。

かむことの大切さを見直しま

しょう。


