
小低学年
（１・２年）

小中学年
（３・４年）

小高学年
（５・６年）

中学校

エネルギー量　Ｋcal ６１１(530) ６７５(650) ７２９(780) ８０２(830)

たんぱく質      g ２４．０（21.8） ２６．３（26.8） ２８．１（32.2） ３０．７（34.2）

ほうれん草と油あげのみそ汁
千切りたくあん

※生しいたけは厚岸町上尾幌で生産されています。

今月の栄養価

11月から「うどん」と
「ラーメン」が登場しま
す。どんなメニューが出る
かお楽しみに！

焼きそば
メンマ入り野菜スープ

ごま団子

29 金

中華丼 牛乳　わかめ　油あげ　みそ
こんぶ　豚肉　いか　えび
うずら卵

米　強化米　でん粉　ごま油　米油 ほうれん草　にんじん　玉ねぎ
はくさい　たけのこ　干ししいたけ
きくらげ　しょうが

28 木

あっけし極みるく あっけし極みるく　豚肉　ひじき
鶏肉　なると

焼きそばめん　白玉団子　米油
三温糖　いりごま

にんじん　もやし　キャベツ
玉ねぎ　ピーマン　はくさい
メンマ　干ししいたけ

27 水

ハヤシライス 牛乳　豚肉　スキムミルク
生クリーム　ツナ

米　強化米　じゃがいも　バター
いりごま　マヨネーズ

にんじん　玉ねぎ　マッシュルーム
りんごピューレ　ダイストマト
にんにく　しょうが　キャベツ
ホールコーン　もやし

ツナごまサラダ

牛乳　鶏肉　スキムミルク
生クリーム　わかめ

バターパン　さつまいも　三温糖
バター

にんじん　玉ねぎ　ホールコーン
もやし　キャベツ

今日はハロウィン献立で
す。かぼちゃはビタミン
類やたんすいかぶつ、
しょくもつせんい、カリ
ウムなどのたくさんのえ
いようそをふくんだりょ
くおうしょくやさいで
す。日本には16世紀につ
たわったそうです。

かぼちゃ団子入りクリームスープ
コーンとキャベツのサラダ

パンプキンババロア

じゃがいもとわかめのみそ汁
さばみぞれ煮

はくさいの甘酢炒め

26 火

バターパン

けんちん汁の名前は「建
長寺（けんちょうじ）」
で作られた汁が「けんち
ん汁」と呼ばれたことに
ゆらいします。
だいこんやにんじん、豆
腐がはいった具だくさん
の汁です。

きのこけんちん汁
タンドリーチキン

もやしと豚バラ炒め

25 月

ご飯 牛乳　わかめ　みそ　こんぶ
さばみぞれ煮　豚肉

米　強化米　じゃがいも　米油
三温糖

玉ねぎ　はくさい　にんじん
たけのこ　干ししいたけ

今回の蒸しパンには、
チーズとウインナーを入
れました。

なすとトマトのスパゲティ
チーズとウインナーの蒸しパン

元気ヨーグルト

22 金

ご飯 牛乳　豚肉　豆腐　みそ　こんぶ
鶏肉　ヨーグルト

米　強化米　つきこん　米油
いりごま

だいこん　にんじん　長ねぎ
ごぼう　干ししいたけ　しめじ
えのき　玉ねぎ　もやし
ピーマン

かんきつ類の皮が入って
いるジャムのことを
「マーマレード」と言い
ます。

豆腐とまいたけのみそ汁
鶏肉のマーマレード焼き

ごぼうサラダ

21 木

森高牛乳 森高牛乳　豚肉　べーコン　チーズ
ウインナー　元気ヨーグルト

スパゲティ　オリーブ油　米油
ふっくら粉　三温糖

にんにく　玉ねぎ　にんじん　なす
マッシュルーム　ダイストマト

はくさいと油あげのみそ汁
やさいコロッケ
ほうれん草のなめたけあえ　小袋ソース

20 水

ご飯 牛乳　豆腐　みそ　こんぶ
鶏肉　かにかま

米　強化米　マヨネーズ 玉ねぎ　まいたけ　にんにく
マーマレード　ごぼうサラダ
もやし　キャベツ

「卵」は調理前の卵､「玉
子」は調理された料理のこ
とをいいます。同じ「たま
ご」でも意味がちがいま
す。

豆腐となめこのみそ汁
厚焼き玉子

19 火

わかめご飯 わかめごはんの素　牛乳　油あげ
みそ　こんぶ　糸けずり

米　強化米　サラダ油 はくさい　にんじん　ほうれん草
もやし　なめたけ

生あげは、豆腐を厚めに
切って油で揚げた食品で
す。　　　調理してもくず
れにくく、煮物料理によく
使われます。

だいこんとえのきのみそ汁

豚肉のしょうが焼き風

生あげのそぼろ煮

18 月

ピリ辛丼 牛乳　豆腐　みそ　こんぶ　豚肉
厚焼き玉子

米　強化米　米油　ごま油
でん粉

だいこん　なめこ　長ねぎ
キャベツ　にんじん　玉ねぎ
にんにく

塩焼きそば
はくさいとベーコンのスープ

豆乳プリン

15 金

ご飯 牛乳　みそ　こんぶ　豚肉
生あげ

米　強化米　じゃがいも　米油
三温糖　でん粉

だいこん　えのき　生しいたけ
しょうが　玉ねぎ　えだまめ
にんじん　長ねぎ

本場インドのカレーはカ
レールウを使っていませ
ん。たくさんのしゅるいの
スパイスを使っているんで
す。

バンバンジーサラダ

14 木

森高牛乳 森高牛乳　豚肉　いか　えび
ひじき　ベーコン　わかめ

焼きそばめん　でん粉　米油 にんじん　もやし　キャベツ
玉ねぎ　ピーマン　はくさい
生しいたけ

13 水

ポークカレーライス 牛乳　豚肉　スキムミルク　鶏肉 米　強化米　じゃがいも　バター
米油

玉ねぎ　にんじん　しょうが
にんにく　りんごピューレ
もやし　キャベツ　きゅうり

牛乳　ベーコン　チーズ　鶏肉
ツナ

食パン　じゃがいも　米油
マカロニ　三温糖　コーンスターチ

にんじん　玉ねぎ　セロリ
にんにく　ダイストマト　もやし
キャベツ　りんご

りんごジャムは、給食セ
ンターで手作りします。
食パンにぬって食べてく
ださい。

ミネストローネ
鶏肉のレモンペッパー焼き

キャベツとツナのサラダ

豆腐と長ねぎのみそ汁

つぼ漬
とろろ昆布

12 火

食パン　　　　　　　　　　　りんごジャム

とろろ昆布は、昆布を固
めてブロック状にしたも
のを薄くけずって作って
います。豆腐や漬物の
トッピングにしたり、お
にぎりののりのかわりに
使うのもおすすめです。

キャベツと油あげのみそ汁
焼き魚（ほっけ）

うま煮

11 月

親子丼 牛乳　豆腐　みそ　こんぶ　鶏肉
なると　たまご　高野豆腐

米　強化米　三温糖　米油 長ねぎ　干ししいたけ　にんじん
玉ねぎ　えだまめ　たけのこ

みなさんは、なにあじのア
メリカンドックが好きです
か？
今回はケチャップ味です。

和風スパゲティ
アメリカンドック
アップルクォーター　　小袋ケチャップ

8 金

ご飯 牛乳　油あげ　みそ　こんぶ
ほっけ　鶏肉　高野豆腐

米　強化米　こんにゃく　米油
三温糖

キャベツ　にんじん　だいこん
たけのこ　ごぼう　干ししいたけ
えだまめ

豚汁
鶏肉の梅焼き

ほうれん草ののりあえ

7 木

あっけし極みるく あっけし極みるく　ベーコン スパゲティ　オリーブ油　サラダ油 生しいたけ　しめじ　玉ねぎ
キャベツ　にんにく
アップルクォーター

とんてきは「豚肉（トン）
のステーキ（テキ）」とい
う意味です。豚肉にはビタ
ミンＢ１がたくさん入って
います。

オニオンスープ
とんてき

だいこんときゅうりのサラダ

6 水

ご飯 牛乳　豚肉　豆腐　みそ　こんぶ
鶏肉　焼きのり

米　強化米　じゃがいも　つきこん
三温糖

にんじん　ごぼう　だいこん
長ねぎ　はくさい　ほうれん草
もやし　にんにく

今月も厚岸町産の昆布を
使った昆布炒めが登場しま
す。日本でとれる昆布のう
ち 約90％が北海道産です。

玉子とほうれん草のみそ汁
チキン南蛮

こんぶ炒め

5 火

ご飯 牛乳　ベーコン　豚肉　かにかま 米　強化米　バター　三温糖 玉ねぎ　生しいたけ　しょうが
にんにく　だいこん　きゅうり
キャベツ

焼きギョーザは、小２個・
中３個です。辛さが苦手な
人はビビンバを少しずつご
飯に混ぜて食べてくださ
い。

さつまいもと豆腐のみそ汁
まぜこみビビンバ
焼きギョーザ

4 月

ご飯 牛乳　たまご　こんぶ　みそ　鶏肉
丸天

米　強化米　上新粉　でん粉
サラダ油　三温糖　ごま油
つきこん　米油

ほうれん草　生しいたけ　玉ねぎ

1 金

ご飯 牛乳　豆腐　みそ　こんぶ　豚肉 米　強化米　さつまいも　三温糖
米油　ごま油　いりごま

長ねぎ　はくさいキムチ　にんにく
にんじん　もやし　ほうれん草
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令和3年度 厚岸町学校給食センターこんだてひょう

都合により、献立・材料等が変更する事が

ありますので、ご了承くださいますよう
お願いいたします。


