
ご飯
すりみ汁
ミートローフ
ほうれん草ののりあえ

あっけし極みるく
あんかけラーメン
大学いも

ご飯

豆腐と長ねぎのみそ汁

ヤンニョムチキン

やさい炒め　　　　　とろろ昆布

ハヤシライス
キャベツとコーンのサラダ

バターパン
やさいスープ
グラタン
みかんゼリー

ご飯
せんべい汁
くじらのみそカツ
かぼちゃサラダ

森高牛乳
しょうゆラーメン
ポテトとウインナーのソテー

ご飯
だいこんのみそ汁
マーボー豆腐
肉シューマイ

ご飯

豆腐ときのこのみそ汁

焼き魚（ほっけ）

だいこんと豚肉の炒め煮

ご飯

千切りやさいスープ

ザンタレ

梅おかかあえ

親子丼
じゃがいもとわかめのみそ汁
ごぶ漬

森高牛乳

かき揚げうどん

牛乳もち入りフルーツあえ

ご飯
はくさいと油あげのみそ汁
鶏肉のレモンペッパー焼き
ジャージャン豆腐

ピリ辛丼
鶏汁
つぼ漬

ご飯
キャベツのみそ汁
酢豚
スライスパイン

ご飯
きのこけんちん汁

たらのハーブ焼

冬至かぼちゃ

和風スパゲティ

チキンナゲット

あっけし極みるくあいす

麦茶

ご飯

こんぶめんとすりみ団子のスープ

豚肉のしょうが焼き風

トマトサラダ

チキンカレーライス
和風サラダ

※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 ６２９(530) ６９４(650) ７５２(780) ８３２(830)

　　たんぱく質      g ２５．３（21.8） ２７．８（26.8） ２９．７（32.2） ３２．５（34.2）

今月の栄養価

24 金

牛乳　こんぶめん　すりみ団子
豆腐　なると　豚肉

米　強化米 干ししいたけ　にんじん　長ねぎ
しょうが　玉ねぎ　トマト
バタビア

27 月

牛乳　鶏肉　スキムミルク 米　強化米　じゃがいも　バター 玉ねぎ　にんじん　しょうが
にんにく　りんごピューレ
キャベツ　きゅうり　だいこん

22 水

牛乳　豚肉　豆腐　みそ　こんぶ
たら　あずき

米　強化米　つきこん　米油
白玉団子　三温糖

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　かぼちゃ

23 木

ベーコン　あっけし極みるくあいす スパゲティ　米油　サラダ油 生しいたけ　しめじ　玉ねぎ
キャベツ　にんにく

20 月

牛乳　鶏肉　豆腐　みそ　こんぶ
豚肉

米　強化米　じゃがいも　つきこん
米油　ごま油　でん粉

にんじん　ごぼう　だいこん
長ねぎ　はくさい　キャベツ
玉ねぎ　にんにく

21 火

牛乳　油あげ　みそ　こんぶ
豚肉

米　強化米　でん粉
フライドポテト　米油　三温糖

キャベツ　にんじん　しょうが
玉ねぎ　たけのこ　ピーマン
生しいたけ　パイン缶

16 木

森高牛乳　鶏肉　油あげ　なると
こんぶ　生クリーム

パックうどん　でん粉　三温糖
米油　サラダ油

にんじん　玉ねぎ　ごぼう
生しいたけ　長ねぎ　パイン缶
みかん缶　フルーツＭＩＸ缶

17 金

牛乳　油あげ　みそ　こんぶ
鶏肉　生あげ　豚肉

米　強化米　ごま油　三温糖 はくさい　にんじん　たけのこ
ピーマン にんにく　しょうが

14 火

牛乳　ベーコン　こんぶ　鶏肉
糸けずり

米　強化米　じゃがいも　でん粉
上新粉　サラダ油　三温糖　米油
ごま油　ごま

キャベツ　にんじん　だいこん
長ねぎ　きゅうり　もやし

15 水

牛乳　わかめ　みそ　こんぶ
鶏肉　なると　たまご　高野豆腐

米　強化米　じゃがいも　米油 玉ねぎ　干ししいたけ　にんじん
えだまめ　たけのこ

10 金

牛乳　油あげ　みそ　こんぶ
豚肉　豆腐　大豆

米　強化米　米油　三温糖　でん粉 だいこん　にんじん　しょうが
にんにく　長ねぎ　生しいたけ
たけのこ

13 月

牛乳　豆腐　みそ　こんぶ　ほっけ
豚肉

米　強化米　こんにゃく　三温糖 しめじ　えのき　だいこん
にんじん　しょうが

8 水

牛乳　鶏肉　こんぶ　くじら肉
みそ　ハム

米　強化米　小麦粉　乾パン粉
米油　三温糖　マヨネーズ

まいたけ　にんじん　ごぼう
だいこん　長ねぎ　干ししいたけ
にんにく　かぼちゃ　きゅうり
ＭＩＸベジタブル

9 木

森高牛乳　豚肉　なると　うずら卵
ウインナー

パックラーメン　ごま油　米油
フライドポテト　サラダ油
バター

メンマ　にんじん　もやし
はくさい　長ねぎ　ほうれん草
にんにく　玉ねぎ　ホールコーン

6 月

牛乳　豚肉　スキムミルク
生クリーム　鶏肉　わかめ

米　強化米　じゃがいも　バター 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　ホールコーン
きゅうり　キャベツ

7 火

牛乳　鶏肉　ベーコン
スキムミルク　チーズ

バターパン　マカロニ　さつまいも
バター　米油

たけのこ　にんじん　干ししいたけ
チンゲンサイ　玉ねぎ

2 木

あっけし極みるく　豚肉
チャーシュー　うずら卵　なると

パックラーメン　ごま油　米油
さつまいも　サラダ油　ざらめ
ごま　でん粉

メンマ　にんじん　はくさい
ほうれん草　もやし　にんにく
しょうが

3 金

牛乳　豆腐　みそ　こんぶ　鶏肉
豚肉　ほたて干貝柱

米　強化米　でん粉　上新粉
米油　三温糖

長ねぎ　にんにく　にんじん
玉ねぎ　もやし　キャベツ

1 水

牛乳　すりみ団子　みそ　こんぶ
豆腐　豚肉　たまご　焼きのり

米　強化米　乾パン粉　ざらめ
でん粉

だいこん　にんじん　長ねぎ
玉ねぎ　しめじ　干ししいたけ
えのき　ほうれん草　もやし
にんにく

ひとこと

ミートローフは、ひき肉と野
菜やパン粉を混ぜ合わせたも
のをオーブンで焼いた料理で
す。センターの手作りです。
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22日は「冬至」です。冬至か
ぼちゃは、かぼちゃをあずき
とこしあんで煮たメニューで
す。かぼちゃには「食物せん
い」がたくさん入っていま
す。行事食を味わって食べて
ください。たらのハーブ焼き
の「たら」は厚岸町産です。

23日は少し早めのクリスマス
メニューです。今年はケーキ
のかわりに、極みるくアイス
のチョコ味が登場します。

冬休み中も「早寝・早起き・
朝ごはん」をしっかり守っ
て、元気にすごしてくださ
い。

こんぶめんとトマトサラダの
バタビアは厚岸町産です。
来年も厚岸町産の食材をたく
さんつかいます。

大学いもは、小学生２個・中
学生３個です。さつまいもに
は、かぜ予防に大切な「ビタ
ミンＣ」が入っています。

ヤンニョムチキンはひとり２
個です。今回のやさい炒めに
は、ほたて干し貝柱が入って
います。

グラタンは、フランス料理で
す。料理の「おこげ」がおい
しかったことがきっかけで作
られたそうです。

牛乳もちは森髙牛乳をたっぷ
り使って作ります。給食セン
ターで調理員さんが一生けん
めい手作りします。

ジャージャン豆腐は、中国の
家庭料理のひとつです。厚揚
げが入っているのがとくちょ
うです。

つぼ漬けは、南九州発祥の大根の
漬物です。「つぼ」をつかってつ
くられていたことから、この名前
が付けられました。

ザンたれの唐揚げはひとり２
個です。千切りやさいスープ
には、厚岸町産のさおまえこ
んぶがはいっています。

肉シューマイは小学生２個・
中学生３個です。マーボー豆
腐は大きい皿に盛り付けてく
ださい。

８日はくじら肉をつかった
「みそかつ」が登場します。
くじら肉は脂肪が少なく、た
んぱく質が多くふくまれてい
ることがとくちょうです。ま
た、目の健康に役立つ栄養素
「ビタミンＡ」がたくさん
入っています。

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。


