平成２９年度 １１月予定献立表
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今月の給 食 目標：感謝の気持ちで食事をしよう
日

曜
日

1 水

2 木

6 月

7

こ ん だ て め い

主食

主菜

ターメリックポークライス

胚芽パン

いわしの
マリネ

にんにく
火
チャーハン

コーンサラダ

ポトフ

手作りジャム

ごはん

副菜
おかず・汁・くだもの・デザート

たけのこの煮物

みそ汁

9 木

かきあげうどん

ごはん

さばのカレー煮

菊花びたし

たん白
質

あかのなかま
〔体を作るもとになる〕

クラッシュ寒天

まめまめみそ汁

きいろのなかま
〔主にｴﾈﾙｷﾞｰになる〕

みどりのなかま

ひとこと

〔体の調子を整えるもの〕

ｇ
牛乳,豚こま,生クリーム, 米,バター,油（米）,小麦粉,
ハム
じゃがいも

にんにく,セロリー,マッシュルーム
(水煮),玉葱,トマト缶詰,にんじん,
パセリ,キャベツ,きゅうり,
ホールｺｰﾝ(冷）

給食で使われている コーン は、

牛乳,豚肩,ウィンナー,
大豆(国産),あおのり

胚芽パン,じゃがいも

りんご,にんじん,ﾊﾟｲﾝ缶,
レモン,にんにく,セロリー,
玉葱,キャベツ,かぶ

ジャムを りんごとにんじんで作り
ました。果物の香りとやさいのう
ま味でおいしくなる ジャムです。

牛乳,いわし,豚こま,
油揚げ,白みそ,赤みそ

米,小麦粉,つきこんにゃく

玉葱,にんじん,ピーマン,
たけのこ(水煮),キャベツ,
ねぎ,しめじ

いわしは、まいわしという種類の
魚を 使います。まいわしは、７つ

にんにく,パセリ,ごぼう,
にんじん,たけのこ(水煮),
ねぎ,しょうが,干し椎茸,
玉葱,はくさい,こまつな

白菜の原産地は中国です。給食
では関東地方のものが届けられ
ます。

662 25.2

牛乳,ベーコン,大豆(国
産),ちりめんじゃこ,たま
540 23.9 ご,
豚ひき肉,絹ごし豆腐

☆もぐもぐチャレンジデー☆

8 水

kcal

718 24.3

はくさいスープ

みずなの
そくせき漬け

ｴﾈﾙｷﾞｰ

ペイザヌスープ ○ 632 18.9

青のりビーンズ

ごぼう入り
たまご焼き

牛
乳

米,油

牛乳,イカ,たまご,油揚げ, 小麦粉,冷凍うどん,ごま(いり) しゅんぎく,玉葱,にんじん,
昆布,粉寒天
えのきたけ,はくさい,ねぎ,
こまつな,みずな,
582 17.4
ミカンｼﾞｭｰｽ,ﾊﾟｲﾝ缶,
りんご缶,黄桃缶
牛乳,サバ,油揚げ,
米,黒砂糖,カレー粉,
ほうれんそう,にんじん,
わかめ,白みそ,豆乳
じゃがいも
キャベツ,きくの花,
654 28.0 ,赤みそ
チンゲンツァイ,ねぎ

北海道でとれたものを 使ってい
ます。コーン は夏が旬ですから、
夏にたくさん収穫した冷凍品を
買っています。

以上も斑点が体の表面にある
のが特徴です。

うど んで使うだし汁は２００㎏の
量を 使います。そのだしを とる た
めに、かつお節やこんぶなど 時
間を かけてとっています。

今日は、豆乳の入ったみそ汁で
す。みそと豆乳が一緒になったた
め、まめまめみそ汁という名前
になりました。

旬の食材

10 金

12 日

フレンチトースト

秋の香り
ごはん

手作りがんも

チキンスープ

フレンチサラダ

のりサラダ

もずく汁

キャベツのさつま煮

たまごスープ

季節の献立

14 火

ごはん

和風ハンバーグ

ホットドック

15 水

クリームシチュー

くだもの

639 21.9

牛乳,たまご,鶏肉,
粉チーズ、調理用牛乳

牛乳,鶏こま,油揚げ,
米,さつまいも,白ごま(いり）,
こんぶ,ひじき,木綿豆腐, ながいも,ごま油,じゃがいも
622 24.5 たまご,,もみのり,もずく,
白みそ,赤みそ

621 25.9

牛乳,鶏ひき肉,
木綿豆腐,,たまご,
さつま揚げ

米,油,乾パン粉,

牛乳･調理用牛乳,
フランクフルト,鶏肉,
633 22.9 ベーコン,生クリーム

菜めし

さけのホイル焼き

季節の献立

17 金

20 月

ごはん

ごはん

ミートボール

ビビンバ

21 火

22 水

肉じゃがコロッケ

カレーライス

だいこんの煮物

牛乳,サケ赤みそ,油揚げ, 米,じゃがいも
白みそ

24 金

りんごに含まれる りんご酸に
は、疲労回復効果があります。
勉強や運動の後に食べる と一
層効果があります。

肉じゃがコロ ッケは、じゃがいも
以外に、にんじん、こんにゃく、

玉葱,トマト缶詰,
トマトジュース(缶),こまつな,
キャベツ,にんじん,
かぼちゃ,干し椎茸

かぼち ゃは、食物せんいやビ タ
ミン が豊富な野菜です。また、皮
ふの抵抗力に強く働くので、皮
ふからの細菌の侵入を 防ぎま

牛乳、豚挽肉,赤みそ,
たまご

米,白ごま(いり）,ごま油,
じゃがいも,ﾎｯﾄｹｰｷの粉,
トマトケチャップ,ビーフン

にんにく,しょうが,にんじん,
もやし,こまつな,玉葱,
たけのこ(水煮),干し椎茸,
ねぎ

韓国では「ビ ビ ン パ」と呼びま
す。韓国では、主食である ごは

牛乳,豚肉,粉チーズ

米,カレー粉,じゃがいも,
小麦粉,バター,チャツネ

にんにく,しょうが,セロリー,
玉葱,にんじん,りんご,
だいこん,きゅうり,レモン,
みかん

にんにくを 炒める ことで、独特の

米,もち米,さつまいも,
黒ごま(いり）,ごま油

こまつな,にんじん,きくの花,
レモン,みずな,れんこん,
にんにく,ごぼう,ぶなしめじ,えのき
たけ,エリンギ,なめこ,生椎茸,ね
ぎ,パッショ ンジュース,ｵﾚﾝｼﾞｼﾞｭｰ
ｽ,なつみかん(缶詰)

今日は、「和食の日」です。２０１３
年に和食が世界文化遺産に登
録されてから、世界中に和食が

ねぎ,キャベツ,にんじん,
もやし,チンゲンツァイ,
だいこん,こまつな

納豆は大豆を 発酵させたもので
す。納豆のねばねばは食物せん
いで、栄養が豊富です。

レモン,もやし,にんじん,
ねぎ,こまつな,だいこん,
玉葱

もみじご飯は、すりおろしたにん
じんを 炊き込んだ料理です。晩

キャベツのソテー

ごま汁

三色おひたし

かぼちゃの
みそ汁

じゃがまるくん

大根ときゅうりの
つけもの

ビーフンスープ

くだもの

牛乳,調理用牛乳,豚挽
肉,凍り豆腐,たまご,
654 26.8 豚ばら肉,こんぶ,白みそ

690 26.2

597 17.5
牛乳,めだい,ひじき,
絹ごし豆腐,,粉寒天

のこのこ汁
和風仕立てサラダ

パッション
フルーツゼリー

669 24.4

納豆のつつみ揚げ

肉やさいいため

みそ汁

28 火

もみじ
ごはん

はたはたのレモン
ソースがけ

こんぶの煮物

みそ汁

680 24.9

季節の献立

豚肉の五目どんぶり

れんこんは加熱してもビ タミン C
が壊れないため、風邪の予防と
しても食べられます。

たけのこ,にんじん,玉葱,
グリンピース(冷),
キャベツ,大根(福神漬),
もやし,えのきたけ,ねぎ

ごはん

30 木

玉葱,干し椎茸,れんこん,
だいこん,キャベツ,にんじ
ん,はくさい,えのきたけ

うふにひじき、にんじんなど のや
さいを 加え、油で揚げます。１３０
０個揚げます。

米,じゃがいも,
乾燥マッシュポテト,
こんにゃく(白),小麦粉,
乾パン粉,練りごま,さとう,
白すりごま
米,バター,焼きふ,はちみつ

牛乳,豚挽肉,たまご,
木綿豆腐,ワカメ,
675 21.9 白みそ,赤みそ

27 月

けんちんうどん

学校でがんもど きを 作ります。と

旬の食材

牛乳,鶏ひき肉,納豆,
たまご,豚こま,油揚げ
636 23.4 ,白みそ,赤みそ

29 水

にんじん,ぶなしめじ,ごぼう,
干し椎茸,キャベツ,もやし,
きゅうり,ねぎ,こまつな

浸してからすぐ に焼くと、パン の
中がふんわりと焼きあがります。

おおくらだいこんは、世田谷区で
最初に作られただいこんです。
太くて大きいのが特徴です。

593 24.2

◎特別栽培◎

さかなの和風
あんかけ

フレン チトーストは、たまご、牛乳
で作ります。パン にたまご液を

だいこん葉,玉葱,えのきた
け,だいこん,干し椎茸,
こまつな,もやし

みそ汁

食育推進献立

さつまいも
ごはん

玉葱,にんじん,干し椎茸,
キャベツ,ピーマン,きゅうり,
みかん缶

コッペパン,マーガリン,
キャベツ,にんじん,玉葱,
洋からし(粉）,トマトケチャッ マッシュルーム(水煮),
プ,じゃがいも,小麦粉,バター, カリフラワー,セロリー,
パセリ,りんご

◎特別栽培◎

16 木

食パン,バター,さとう,
じゃがいも,オートミール,
洋からし(粉）

ミートパイ

そくせき漬け

にらのおひたし
菊花みかん

いも煮汁
郷土食（山形）

600 21.1

米,春巻きの皮

牛乳,こんぶ,はたはた,
米,米粉,はちみつ,りんご酢,
油揚げ,凍り豆腐,
しらたき
木綿豆腐,白みそ,赤みそ,
牛乳,豚肉,焼き竹輪,
豚ひき肉

牛乳,豚肉,イカ,
うずら卵(水煮缶詰）,
630 28.8 塩昆布,焼き豆腐

肉など 肉じゃがの味につけてか
ら蒸しにしたじゃがいもを 混ぜ
て、油で揚げています。

す。

んを スプ ーン で食べます。その
食文化と同じよ うに、今日はス
プ ーン で食べます。

香りがします。この香りのもとが
ビ タミン の吸収を よ くします。

注目され始めました。東京産の
食材とだし汁を 活かした献立に
なっています。

秋を 思わせる イ メージのご飯で
す。

うどん(冷),さといも,こんにゃく, にんじん,だいこん,ごぼう,
パイ皮,小麦粉
ねぎ,玉葱,にんにく,
トマトピューレ,にら,もやし,
みかん

菊花みかんは横に半分に切る

米,つきこんにゃく,
しょうが,にんじん,玉葱,
オイスターソース,ごま油,
たけのこ(ゆで),
ごま(いり),さといも,こんにゃく さやいんげん,はくさい,
みずな,ごぼう,ねぎ

いも煮汁は山形県の郷土料理で
す。具材は、さといも、豚肉、しょ
うが、にんじんなど 使い、食べる

と、菊の花のよ うに見える ことか
ら菊花みかんとよ びます。

と体が温まります。

※材料等の都合により、献立を変更することがあります。

