
熱や力になる 血・肉・骨に 体の調子を 夕食に食べてほしいもの

（黄）もの （赤）なるもの （緑）整える エネルギー　・　たんぱく質

ししつ　　　・　食塩相当量

ごはん　とんじる こめ　こむぎこ ぶたにく　あぶらあげ　みそ にんじん　だいこん いもるい

たらのあげに でんぷん　あぶら とうふ　しろいんげんまめ ねぎ　ごぼう ６１０　・　３０．４

1 月 いそかあえ さとう　ごま たら　のり　ぎゅうにゅう ほうれんそう　もやし １５．５　・　２．６

おやこどん　ひとくちやきいも こめ　さとう とりにく　たまご にんじん　たまねぎ さかなるい

キャベツとしらすのしおこんぶあえ さつまいも のり　しらすぼし さやいんげん ６７１　・　２７．２

2 火 ≪にじいろがっきゅうリクエストきゅうしょく≫ ごま　ごまあぶら こんぶ　ぎゅうにゅう こまつな　キャベツ １５．４　・　２．１

サフランライス　ドライカレー こめ　マカロニ ぶたにく　だいず にんじん　たまねぎ　ピーマン こざかなるい

マセドアンサラダ バター　さとう ひよこまめ　チーズ エリンギ　きゅうり　とうもろこし ７０４　・　２７．８

4 木 オレンジ こむぎこ　あぶら ハム　ぎゅうにゅう グリンピース　オレンジ ２１．７　・　２．８

さつまいもごはん　けんちんじる　ほっけのいちやぼし こめ　さつまいも とりにく　とうふ　ツナ にんじん　だいこん　ねぎ くだものるい

ツナとキャベツのサラダ　こくとうビーンズ ごま　さといも あぶらあげ　ほっけ ごぼう　たまねぎ ６５７　・　３０．８

5 金 ≪いいはのひきゅうしょく≫ あぶら　こむぎこ　でんぷん だいず　ぎゅうにゅう きゅうり　キャベツ ２０．３　・　２．６

ごはん　だいこんのべっこうに こめ　こむぎこ ぶたにく　ハム にんじん　だいこん きのこるい

ししゃものカレーあげ あぶら　さとう ししゃも　たまご はくさい ６４８　・　２８．９

9 火 こまつなとハムのごまふうみあえ ごまあぶら　ごま ぎゅうにゅう ねぎ　こまつな ２１．３　・　２．０

テーブルロール　クラムチャウダー パン　じゃがいも あさり　ベーコン　たまご にんじん　たまねぎ ごま・ナッツるい

ブロッコリーとチーズのサラダ あぶら　こむぎこ ひよこまめ　なまクリーム とうもろこし　セロリー　パセリ ６８２　・　２２．９

10 水 みかんゼリー さとう チーズ　ぎゅうにゅう ブロッコリー　きゅうり　みかん ２６．２　・　２．４

にんじんごはん　いわしのかばやき こめ　さとう とりにく　あぶらあげ にんじん　ごぼう まめるい

おかかあえ　ぎゅうにゅうプリン あぶら　ごま こんぶ　いわし　かつおぶし しいたけ ６１３　・　２５．８

11 木 《千
ち

産
さん

千
ち

消
しょう

デーきゅうしょく≫ でんぷん わかめ　ぎゅうにゅう こまつな　もやし １８．１　・　２．２

とんこつラーメン　ごぼういりコンソメポテト めん　あぶら　もちこ ぶたにく　ベーコン にんじん　もやし　キャベツ かいそうるい

れんこんとベーコンのサラダ　アイスだいふく ごま　じゃがいも だいず ねぎ　ごぼう　グリンピース ６１３　・　２１．９

12 金 ≪１１がつのおたんじょうびおいわいきゅうしょく≫ でんぷん　ごま　さとう ぎゅうにゅう れんこん　とうもろこし　きゅうり ２７．４　・　２．７

ごはん　いものこじる こめ　さといも あぶらあげ　みそ にんじん　だいこん こざかなるい

さばのこうみやき さとう さば　だいず　ツナ しめじ　ねぎ　えだまめ ６６７　・　２７．４

15 月 えだまめとツナのわふうサラダ ごまあぶら ひじき　ぎゅうにゅう とうもろこし　きゅうり ２５．７　・　２．２

しょくパン（いちごジャム） パン　こむぎこ とりにく　なまクリーム しいたけ　えのきたけ　こまつな いもるい

きのこのパイスープ あぶら ハム しめじ　マッシュルーム　もやし ６６０　・　２２．２

16 火 ハムともやしのサラダ　アセロラゼリー バター ぎゅうにゅう とうもろこし　アセロラ　いちご ２５．４　・　２．４

むぎごはん　マーボーどうふ こめ　むぎ ぶたにく　とうふ　ツナ にんじん　しいたけ　たけのこ さかなるい

しゅうまい さとう　あぶら みそ　とりにく　たまご ねぎ　にら　たまねぎ ７０７　・　２８．４

17 水 ツナとわかめのサラダ ごまあぶら　でんぷん わかめ　ぎゅうにゅう もやし　きゅうり ２６．８　・　２．８

ごはん　どさんこじる こめ　あぶら　さとう ぶたにく　とうふ　みそ にんじん　もやし　ねぎ きのこるい

じゃがいもとにくだんごのあげに バター　でんぷん とりにく　なっとう　かつおぶし とうもろこし　たまねぎ ６１６　・　２５．０

18 木 なっとうあえ じゃがいも ぎゅうにゅう ほうれんそう　グリンピース １７．９　・　２．５

コッペパン　やきそば パン　めん ぶたにく にんじん　たまねぎ　きゅうり こざかなるい

だいがくいも あぶら　ごまあぶら とりにく キャベツ　もやし　もも ７０３　・　２３．９

19 金 チキンのごまサラダ　ヨーグルトあえ さつまいも　さとう　ごま ヨーグルト　ぎゅうにゅう バナナ　みかん　パイナップル １９．４　・　２．４

ごはん　ごぼうのたまごとじじる こめ　さとう たまご　とりにく　ハム にんじん　ごぼう　ねぎ さかなるい

ぶたにくのしおこうじやき でんぷん なると　ぶたにく たまねぎ　ほうれんそう ６００　・　２８．９

22 月 ごしきあえ ごまあぶら　ごま ぎゅうにゅう もやし　キャベツ １６．８　・　２．６

ごはん　とりにくのレモンに こめ　でんぷん とりにく　さつまあげ にんじん　だいこん いもるい

きりぼしだいこんのにもの　かいそうサラダ あぶら　さとう ぶたにく　あぶらあげ　ハム ごぼう　グリンピース ６２４　・　２６．０

24 水 ≪６ねんせいリクエストきゅうしょく≫ ごまあぶら ひじき　わかめ　ぎゅうにゅう キャベツ　きゅうり １９．１　・　１．８

ちゅうかどん こめ　でんぷん　ごまあぶら ぶたにく　うずらたまご にんじん　たまねぎ　きゅうり かいそうるい

のりしおビーンズ あぶら　さとう　 えび　だいず　のり はくさい　たけのこ　キャベツ ６３０　・　２６．３

25 木 スタミナサラダ じゃがいも ぎゅうにゅう しいたけ　グリンピース　もやし １９．９　・　１．８

カレーライス こめ　むぎ　こむぎこ ぶたにく　ハム にんじん　たまねぎ きのこるい

ひじきのマリネ　りんご じゃがいも　あぶら チーズ　ひじき グリンピース　とうもろこし ６７４　・　２１．２

26 金 ≪３ねん２くみリクエストきゅうしょく≫ バター　さとう　ごま ぎゅうにゅう きゅうり　りんご ２０．６　・　２．９

あげパン　ABCスープ パン　あぶら きなこ　とりにく にんじん　たまねぎ さかなるい

とうふナゲット　ごぼうサラダ　バナナ さとう　マカロニ とうふ　ツナ もやし　きゅうり　とうもろこし ６３９　・　２２．５

30 火 ≪２ねん１くみリクエストきゅうしょく≫ ごま ぎゅうにゅう だいこん　ごぼう　バナナ ２６．２　・　２．３

エネルギー たんぱくしつ ししつ しょくえんそうとうりょう

令和３年度

１１がつのこんだてひょう   

八千代市立阿蘇小学校

日 曜 こんだてめい

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※　献立の一部を変更することがありますので、ご了承ください。牛乳は毎日つきます。

平　均　栄　養　価 　６５１Ｋｃａｌ ２６．０ｇ ２１．３ｇ ２．４ｇ

基　準　栄　養　価 　６５０Ｋｃａｌ ２１．２～３２．５ｇ １４．５～２１．７ｇ ２．０g未満

今月の目標

かんしゃしてたべよう・給食に感謝しよう・給食の意義を理解して感謝しよう
(１・２ねんせい) (３．４年生) (５．６年生)

きゅうしょく かんしゃ きゅうしょく いぎ りかい かんしゃ


