
※生しいたけは厚岸町上尾幌で生産されています。

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 ６１５(530) ６８０(650) ７４２(780) ８０７(830)

たんぱく質      g ２５．７（21.8） ２８．２（26.8） ３０．５（32.2） ３２．８（34.2）

キャベツ　にんじん　だいこん
えだまめ　しょうが　にんにく

牛乳　かに　こんぶ　みそ
豚肉　なると　たまご

米　強化米　三温糖　米油 長ねぎ　生しいたけ　にんじん
干ししいたけ　玉ねぎ　たけのこ
フルーツＭＩＸ缶　みかん缶
パイン缶

今月の栄養価

１日はファイターズ給食
第２弾です。ブライア
ン・ロドリゲス選手の好
きな給食メニューなどを
もとに考えました。強い
からだづくりのために
は、主食・主さい・ふく
さいをバランスよく食べ
ることが大切です。

11月からうどん・ラーメ
ンが出ます。今回はうど
んです。大学いもは小２
個、中３個です。

コールスローとは、
キャベツを千切りやみ
じん切りにしてつくる
サラダのことです。

ご飯 牛乳　ベーコン　こんぶ
豚肉　鶏肉　うずら卵　生あげ

米　強化米　じゃがいも
こんにゃく　三温糖千切りやさいスープ

豚肉のガーリックペッパー焼き

鶏肉とやさいのさっぱり煮

29 月

他人丼

30 火

てっぽう汁
ゼリーあえ

26 金

ご飯 牛乳　こんぶ　みそ　鶏肉
豚肉　油あげ

米　強化米　米油　三温糖 はくさい　にんじん
りんごピューレ　長ねぎ
しょうが　にんにく　もやし
玉ねぎ

はくさいと油あげのみそ汁
鶏肉のバーベキューソースかけ

もやしのカレー炒め

25 木

あっけし極みるく あっけし極みるく　なると　いか
えび　豚肉

パックラーメン　でん粉　サラダ油 にんじん　キャベツ　玉ねぎ
もやし　きくらげ　長ねぎ
しょうが　にんにく

ちゃんぽん
春巻き

24 水

ご飯 牛乳　こんぶめん　すりみだんご
豆腐　なると　さばみそ煮
チャーシュー

米　強化米　三温糖　ごま油 干ししいたけ　にんじん　長ねぎ
きゅうり　キャベツこんぶめんとすりみだんごのスープ

さばみそ煮

焼き豚入りサラダ

22 月

ご飯 牛乳　油あげ　みそ　こんぶ
チーズ

米　強化米　サラダ油 だいこん　にんじん　キャベツ
ホールコーン　きゅうりだいこんと油あげのみそ汁

デリシャスメンチ

チーズサラダ

19 金

ご飯 牛乳　鶏肉　うずら卵 米　強化米　カットポテト　バター
米油

かぼちゃ　なす　にんじん　玉ねぎ
キャベツ　にんにく
アップルクォーター

スープカレー
アップルクォーター

18 木

森高牛乳 森高牛乳　豚肉　チャーシュー
なると

パックラーメン　米油 メンマ　にんじん　もやし
はくさい　ほうれん草　にんにく塩やさいラーメン

ふっくら肉だんご

17 水

中華丼 牛乳　豆腐　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 なめこ　長ねぎ　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

豆腐となめこのみそ汁
セレクト(さつまいもと栗のタルト)

セレクト(りんごのタルト)

16 火

コッペパン 牛乳　豚肉　生クリーム
スキムミルク　ツナ

コッペパン　じゃがいも　バター にんじん　玉ねぎ　ホールコーン
えだまめ　だいこん　きゅうりホワイトシチュー

鶏肉のハーブ焼き

だいこんときゅうりのサラダ

15 月

ご飯 牛乳　たまご　こんぶ　みそ
ほっけ　豚肉

米　強化米　じゃがいも　しらたき
三温糖　米油

ほうれん草　生しいたけ　玉ねぎ
しょうが　にんじん　いんげん玉子とほうれん草のみそ汁

焼き魚（ほっけ）

肉じゃが

12 金

ご飯 牛乳　豚肉　豆腐　みそ　こんぶ
鶏肉　わかめ

米　強化米　じゃがいも
つきこん

にんじん　ごぼう　だいこん
長ねぎ　はくさい　もやし
キャベツ

豚汁
鶏肉のカレー風味焼き

キャベツとわかめのサラダ

11 木

あっけし極みるく あっけし極みるく　豚肉
チャーシュー　なると　こんぶ

パックラーメン　バター メンマ　はくさい　ホールコーン
玉ねぎ　もやし　にんじん
長ねぎ　にんにく

みそラーメン
厚巻玉子ウインナー

10 水

ご飯 牛乳　豆腐　みそ　こんぶ
鶏肉　糸けずり

米　強化米　でん粉　上新粉
サラダ油

しめじ　えのき　キャベツ
きゅうり　もやし　にんにく豆腐ときのこのみそ汁

鶏肉のからあげ

梅おかかあえ

9 火

黒糖パン 牛乳　ウインナー　わかめ
えび　いか

黒糖パン　じゃがいも　ビーフン キャベツ　玉ねぎ　にんじん
ポトフ
スコッチエッグ

ビーフンサラダ　　　　小袋ケチャップ

8 月

チキンカレーライス 牛乳　鶏肉　スキムミルク
かにかま　わかめ

米　強化米　じゃがいも　米油
バター　三温糖　ごま油

玉ねぎ　にんじん　しょうが
にんにく　りんごピューレ
切干しだいこん　ホールコーン

切干だいこんサラダ

5 金

ご飯 牛乳　豚肉 米　強化米　しらたき　三温糖 にんじん　はくさい　生しいたけ
長ねぎ　玉ねぎ　マッシュルーム
キャベツ　ホールコーン
きゅうり　りんごピューレ

肉だんごスープ
豚肉の和風ソースかけ

コールスローサラダ

4 木

森高牛乳 森高牛乳　鶏肉　ちくわ　豆腐
こんぶ

パックうどん　三温糖　米油
さつまいも　サラダ油
ざらめ　ごま

にんじん　ごぼう　たけのこ
長ねぎ　パイン缶けんちんうどん

大学いも

スライスパイン

2 火

ご飯 牛乳　油あげ　みそ　こんぶ　豚肉 米　強化米　でん粉　ごま油
三温糖　米油

キャベツ　にんじん　なす
だいこん　玉ねぎ　長ねぎ
しょうが　にんにく

キャベツと油あげのみそ汁
野菜マーボー

肉シューマイ

1 月

ご飯 牛乳　油あげ　みそ　こんぶ　ツナ
白身魚フライ

米　強化米　マカロニ　マヨネーズ 玉ねぎ　いんげん　にんじん
ブロッコリー　きゅうりいんげんと油あげのみそ汁

白身魚フライ

ブロッコリーのツナあえ  　小袋ソース
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17日は２回目のセレクト
給食です。今回は旬の食
材を使ったタルトを選ん
でもらいました。「旬
（しゅん）」とは食べ物
がたくさんとれて味のよ
い時期という意味です。
味わって食べてくださ
い。

カットポテトとかぼ
ちゃは素揚げにしてい
ます。スープに入れて
食べてください。

「ちゃんぽん」は長崎県
の郷土料理です。「ちゃ
んぽん」は「さまざまな
ものをまぜたもの」とい
う意味です。えびやい
か、やさいがたっぷり
入ったスープがとくちょ
うです。

てっぽう汁は、花咲がに
が入ったみそ汁です。は
しでカニの足をつついて
食べるようすが「てっぽ
う」に「たま」をつめる
姿に似ていることから
「てっぽう汁」という名
前がつけられました。

切干だいこんは、江戸時代
から食べられている保存食
です。カルシウムがたっぷ
り入っています。

ポトフはフランス料理
のひとつです。フラン
ス語で「火にかけたな
べ」を意味します。

からあげはひとり２個
です。今回のからあげ
は塩味にしました。

ラーメンのスープの具に
はたくさんのやさいが
入っています。やさいを
しっかり食べましょう！

しょうゆ味の肉じゃがが
登場します。みなさん
は、しょうゆ味とトマト
味どちらが好きですか？

11月8日は「いい歯の
日」です。よくかんで
食べるとよいことがた
くさんあります。

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。


