
令和4年 １０月 学 校 給 食 予 定 献 立 表
【美星】 井原市学校給食美星調理場

麦ごはん 牛乳 牛乳 ぶたにく れんこん たけのこ こめ むぎ 美星中

厚揚げと豚肉のみそ煮 厚揚げ みそ だいこん ほししいたけ 三温糖 かたくり粉

キャベツのちりめん和え ちりめん にんじん　キャベツ きぬさや　　こまつな ごま

麦ごはん 牛乳 牛乳 ねぶと たまねぎ にんじん こめ むぎ 青野幼

ねぶとの南蛮漬け かつお節 ぶたにく キャベツ いんげん 揚げ油 三温糖

キャベツといんげんのおかか和え 油揚げ ごぼう だいこん

沢煮わん ほししいたけ はくさい　ねぎ

赤じそごはん 牛乳 牛乳 とりにく 赤じそ はくさい　 こめ むぎ

えびと厚揚げのうま煮 えび 厚揚げ だいこん にんじん こんにゃく 三温糖

ごぼうのごまみそ和え ハム みそ いんげん しめじ ごま

ごぼう きゅうり

麦ごはん 牛乳 牛乳 ぶたにく しょうが 切り干しだいこん こめ むぎ

豚肉のしょうが焼き とりにく 油揚げ きゅうり にんじん 三温糖 かたくり粉

切り干し大根とささみの和え物 豆腐 みそ たまねぎ ねぎ ごま ごま油

豆腐のみそ汁

チキンライス 牛乳 牛乳 とりにく たまねぎ にんじん こめ むぎ

野菜とウインナーのクリーム煮 ウインナー ツナ とうもろこし グリンピース じゃがいも ブルーベリーゼリー

ツナサラダ マッシュルーム えだまめ

ブルーベリーゼリー キャベツ きゅうり

麦ごはん 牛乳 牛乳 とりにく しょうが 白ねぎ こめ むぎ

鶏肉のから揚げねぎソースかけ ベーコン 豆腐 りょくとうもやし とうもろこし ごま油 かたくり粉

野菜炒め わかめ こまつな にんじん 揚げ油 三温糖

わかめ汁 たまねぎ ねぎ サラダ油

かんぴょう にんじん

あなご入りちらし寿司 牛乳 牛乳 きんしたまご ほししいたけ きぬさや こめ 三温糖

ほうれんそうのおひたし あなご かつお節 ほうれんそう はくさい さといも

さといものみそ汁 豆腐 みそ たまねぎ ねぎ

牛乳 牛乳 とりにく たまねぎ にんじん ソフトめん 美星小６年

ごぼうサラダ ベーコン ハム しめじ マッシュルーム 三温糖 ドレッシング

いもけんぴと小魚小袋 かたくちいわし グリンピース ごぼう　こまつな さつまいも

麦ごはん 牛乳 牛乳 ぶたにく にんにく しょうが こめ むぎ 美星小

マーボー豆腐 豆腐 みそ たまねぎ にんじん ごま油 かたくり粉 美星中

中華和え ハム たけのこ ねぎ ごま 三温糖

ほししいたけ キャベツ　りょくとうもやし

パン 牛乳 牛乳 とりにく たまねぎ にんじん パン

鶏肉と野菜のトマト煮 チーズ トマト いんげん じゃがいも 三温糖

キャベツのチーズサラダ マッシュルーム キャベツ マヨネーズ
こまつな とうもろこし

豆腐のそぼろ丼 牛乳 牛乳 とりにく たまねぎ にんじん こめ むぎ

豚汁 豆腐 いりたまご ほししいたけ グリンピース 三温糖 さといも

りんご ぶたにく 油揚げ しょうが ごぼう こんにゃく
みそ だいこん ねぎ　りんご

麦ごはん 牛乳 牛乳 ぶたにく しょうが たまねぎ こめ むぎ 野上幼

肉じゃが 厚揚げ ツナ にんじん きぬさや じゃがいも こんにゃく 青野幼

ツナともやしの和え物 りょくとうもやし キャベツ 三温糖 ごま油

麦ごはん 牛乳 牛乳 とりにく しょうが だいこん こめ むぎ 全幼稚園

鶏肉のピリ辛焼き ハム かまぼこ こまつな たまねぎ 三温糖 かたくり粉

ハムと大根の和え物 わかめ 豆腐 にんじん ねぎ ごま

わかめスープ

救給カレー 牛乳 牛乳 ウインナー とうもろこし にんじん こめ じゃがいも

ミニパン（小）、小型パン（中） たまねぎ しめじ 油 ミニパン（小）

野菜のスープ煮 トマト キャベツ　いんげん 小型パン（中）

バナナ（小・中） マッシュルーム バナナ（小・中）

フィッシュサンド 牛乳 牛乳 ホキフライ きゅうり キャベツ パン 美星中

（パン・ホキフライ・添え野菜） とりにく にんじん にんにく 揚げ油 タルタルソース

タルタルソース小袋 いんげん たまねぎ じゃがいも

ミネストローネ だいこん トマト　パセリ

麦ごはん 牛乳 牛乳 ぶたにく しょうが たまねぎ こめ むぎ 美星小５年
えびと野菜の中華煮 厚揚げ えび にんじん はくさい ごま油 かたくり粉 荏原幼
茎わかめの和え物 糸かまぼこ 茎わかめ たけのこ ほししいたけ ドレッシング

にら キャベツ　

麦ごはん 牛乳 牛乳 さば いんげん にんじん こめ むぎ 美星幼

さばのカレーじょうゆかけ 豆腐 たまねぎ えのきたけ 三温糖 かたくり粉

いんげんのごま和え ねぎ ごま

豆腐のすまし汁

みそラーメン 牛乳 牛乳 ぶたにく にんにく たまねぎ 中華めん

揚げぎょうざ みそ わかめ にんじん メンマ 三温糖 揚げ油

バンバンジー ぎょうざ とりにく りょくとうもやし とうもろこし ドレッシング 黒糖(小・中)

黒糖大豆（小・中）　　ミニ洋梨ゼリー（幼） 大豆（小・中） ねぎ キャベツ　だいこん ミニ洋梨ゼリー（幼）

麦ごはん 牛乳 牛乳 ぎゅうにく にんじん ごぼう こめ むぎ 美星中２年

吉野煮 かまぼこ 厚揚げ いんげん キャベツ さといも こんにゃく 美星幼

キャベツとわかめの甘酢和え わかめ ちりめん 三温糖 かたくり粉

麦ごはん 牛乳 牛乳 ぶたにく しょうが にんじん こめ むぎ 荏原小

八宝菜 えび いか たまねぎ はくさい かたくり粉 三温糖 荏原幼

ツナともやしの中華和え うずら卵 ツナ たけのこ ねぎ　　 ごま油

りょくとうもやし キャベツ

※　給食食材の仕入れ状況により献立を変更する場合があります。ご了承ください。 は地場産物（県内産含む） ｂ
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《目の愛護デーの献立》

中　止　校
体をつくるもとになる食品 体の調子をととのえるもとになる食品 体のエネルギーのもとになる食品

ソフトめんのきのこソースかけ
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日（曜日） 小学校基準量 3日(月) 4日(火) 5日(水) 6日(木) 7日(金) 11日(火) １２日(水) １３日(木) １４日（金）

エネルギー kcal 630 631 659 603 623 664 637 623 630 636

たんぱく質  g 28.4(20.4～31.6) 24.9 23.0 24.5 25.3 24.6 27.7 22.6 26.8 27.8
カルシウム  mg 350 367 322 345 346 323 314 346 374 396

１７日(月) １８日(火） １９日(水） ２０日(木) ２１日(金) ２４日(月) ２５日(火) ２６日(水) ２７日(木) ２８日(金) ３１日(月)

632 693 615 610 662 668 601 612 704 606 609

26.9 26.7 22.5 26.9 16.9 23.5 25.5 22.5 29.9 22.2 30.0
379 344 354 322 280 322 330 326 370 337 308

10月分　給食の栄養価


