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※９日は給食はありません。　※都合により、献立を変更する場合があります。ご了承ください。裏面は防災給食についてです。お子様とお読みください。

　　とみあいきょうどうちょうりじょう　　　　

(赤）おもに体をつくるもの （緑）おもに体の調子を整えるもの （黄）おもにエネルギーのもとになるもの
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おもにたんぱく質 おもに無機質 おもにカロテン おもにビタミンC おもに炭水化物 おもに脂質

11月　こんだてひょう

こんだてめい

1 火

びりんめし　ぎゅうにゅう とうふ ぎゅうにゅう にんじん しいたけ・きりぼしだいこん・ごぼう こめ・むぎ・さとう

魚・肉・卵・豆・豆製品 牛乳・小魚・海そう 緑黄色野菜 その他の野菜・きのこ・果物 穀類・いも類・さとう 油脂

あぶら

れんこんのみそいため ぶたにく・みそ こまつな・にんじん れんこん・しょうが こんにゃく・さとう あぶら

りんごゼリー りんごゼリー

しらたまじる かまぼこ・あげ・かつお（だし） こんぶ（だし） にんじん・ねぎ はくさい・だいこん しらたまもち

2 水

まるパン　ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう パン

コールスロー にんじん キャベツ・きゅうり さとう ノンエッグマヨネーズ

バター

あぶらさけフライ さけ パンこ

4 金

ぷちまるむぎごはん　ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう こめ・むぎ

コーンシチュー ベーコン チーズ・ぎゅうにゅう にんじん・パセリ たまねぎ・コーン じゃがいも

とりごぼううどん とりにく・かつお（だし） こんぶ（だし） にんじん・ねぎ ごぼう・しいたけ・たまねぎ・はくさい さとう・うどん

たかないため たかなづけ ごま・あぶら・ごまあぶら

あつやきたまご たまご

パン

チリコンカン ぶたにく・だいず にんじん たまねぎ・にんにく

コッペパン　ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

さとう あぶら

やさいスープ ベーコン チンゲンサイ・にんじん キャベツ・たまねぎ・しめじ じゃがいも あぶら

8 火

びちくツナカレーライス ツナ・だいず・こうやどうふ にんじん・トマト

7 月

たまねぎ・にんにく・しょうが

ももかん もも　　　　　　　　　

ヨーグルト ヨーグルト

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

きりぼしだいこんのナムル こんぶ こまつな・にんじん もやし・きりぼしだいこん さとう ごま・ごまあぶら

こめ・むぎ・じゃがいも あぶら

こめごはん　ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

いわしのしょうがに いわし しょうが

なやき あげ しらすぼし こまつな・にんじん はくさい さとう ごまあぶら

11 金

ぷちまるむぎごはん　ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

みそけんちんじる とうふ・みそ・かつお（だし） こんぶ（だし） にんじん・ねぎ だいこん・ごぼう・しょうが・しいたけ こんにゃく・じゃがいも ごまあぶら

10 木

こめ・むぎ

マーボーどうふ とうふ・ぶたにく・だいず・みそ にんじん・ねぎ たまねぎ・たけのこ・しいたけ・しょうが・にんにく さとう・でんぷん ごまあぶら・あぶら

くきわかめのサラダ にんじん もやし・きゅうり さとう ごま・ごまあぶら

みかん みかん

パンこめこパン　ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

ポトフ ぎゅうにく にんじん にんにく・キャベツ・たまねぎ じゃがいも あぶら

れんこんサラダ ツナ にんじん れんこん・きゅうり・たまねぎ さとう あぶら

15 火

むぎごはん　ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

いりこだいず だいず いりこ さとう

14 月

こめ・むぎ

さかなのかばやき ホキ しょうが こむぎこ・さとう あぶら

だいこんサラダ わかめ だいこん・きゅうり さとう ごま・あぶら

かきたまじる たまご・かまぼこ・かつお（だし） こんぶ（だし） にんじん・ねぎ たまねぎ・えのきたけ じゃがいも・でんぷん

ミルクパン　ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

きのこスパゲティ ぶたにく・ベーコン チーズ にんじん・こまつな たまねぎ・えのき・しめじ・エリンギ・にんにく スパゲッティ バター

ヨーグルト ヨーグルト

かみかみサラダ しらすぼし にんじん キャベツ・きゅうり さとう カシューナッツ・あぶら

17 木

ごはん　ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう こめ

16 水

パン

みそおでん あつあげ・うずらたまご こんぶ（だし） にんじん だいこん こんにゃく・さといも・さとう

ごま

あじつけのり のり

はくさいのあまず ちぎりあげ・みそ・かつお（だし） にんじん はくさい さとう

18 金

ぷちまるむぎごはん　ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう こめ・むぎ

れんこんのからあげ れんこん・にんにく・しょうが でんぷん あぶら

あぶらぶたにくのケチャップいため ぶたにく ピーマン たまねぎ・しめじ・にんにく さとう

はるさめじる かまぼこ・かつお（だし） こんぶ（だし） チンゲンサイ・にんじん たまねぎ・しいたけ はるさめ

パンチーズパン　ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

しるビーフン ぶたにく・いか・かまぼこ にんじん・ねぎ はくさい・たまねぎ・きくらげ・しょうが ビーフン あぶら

だいがくいも さつまいも・さとう・みずあめ あぶら・くろごま

22 火

ハヤシライス　ぎゅうにゅう ぎゅうにく ぎゅうにゅう トマト・にんじん

みかん 　　　　みかん

21 月

たまねぎ・しめじ・しょうが・にんにく こめ・むぎ・じゃがいも あぶら

パインサラダ キャベツ・パイン・きゅうり・たまねぎ あぶら

ココアビーンズ だいず さとう
しいたけ・しょうが・にんにく・もやし こめ・さとう ごま・あぶら・ごまあぶら

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

ビビンバ（ごはん・にく・ナムル) ぎゅうにく ねぎ・にら・にんじん

たまごともずくのスープ たまご・とうふ もずく にんじん・チンゲンサイ たまねぎ・えのきたけ ごまあぶら
ミニみかんゼリー みかんゼリー

25 金

ぷちまるむぎごはん　ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

24 木

こめ・むぎ

さかなのほうれんそうあんかけ ホキ ほうれんそう・にんじん たまねぎ・しいたけ こむぎこ・でんぷん・さとう あぶら

はくさいのみそしる あげ・みそ わかめ・いりこ（だし） にんじん・ねぎ はくさい・たまねぎ・えのきたけ

てづくりひじきふりかけ かつおぶし しらすぼし・ひじき さとう ごま・ごまあぶら

パン・さとう あぶらあげパン　ぎゅうにゅう きなこ ぎゅうにゅう

にくだんごスープ ミートボール にんじん・ねぎ キャベツ・たまねぎ・もやし・しいたけ

にんじんのごまマヨサラダ ツナ にんじん コーン・きゅうり さとう ごま・ノンエッグマヨネーズ

29 火

むぎごはん　ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

アーモンド アーモンド

28 月

こめ・むぎ

さばのソースに さば しょうが さとう

はるさめのすのもの わかめ にんじん キャベツ・きゅうり はるさめ・さとう ごまあぶら

こんさいのみそしる とうふ・みそ いりこ（だし） にんじん・ねぎ だいこん・れんこん じゃがいも

30 水

パン

パリパリやきそば（チャーめん） ぶたにく・ちくわ にんじん・チンゲンサイ キャベツ・たまねぎ・もやし・しょうが・きくらげ チャーめん・でんぷん

ミルクパン　ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

あぶら

りんごのフルーツミックス りんご・もも・パイン・みかん カクテルゼリー

きゅうしょくメモ

きんろうかんしゃの日

こころをこめて
いただきます♡

１１月５日は、
「つなみぼうさいの日」
です。いざという時に、
いのちをまもるために、
ひごろから考え、そなえ
ておくことがだいじです。

「びりんめし」

みすみまちとばせじま

（三角町 戸馳島）の

まぜごはんです。とう

ふをいためるおとが、

「びりん、びりん」と

きこえることから、こ

のなまえがつきました。

てんめい（天明）の

おいしいれんこんを

からあげにします。

ぼうさいきゅうしょくの日

８日のきゅうしょくは、
ストックできるものを
りようしてつくります。
うらに、くわしくかい
ています。ぜひ、おうち
の人といっしょによんで
ください。


