
1 日 758 Kcal 23.8 ｇ 2 日 818 Kcal 33.6 ｇ

5 日 804 ｋcal 34.6 ｇ 6 日 725 ｋcal 30.9 ｇ 7 日 790 ｋcal 26.7 ｇ 8 日 743 ｋcal 30.7 ｇ 9 日 863 ｋcal 26.4 ｇ

12 日 13 日 745 ｋcal 33.1 ｇ 14 日 817 ｋcal 32.6 ｇ 15 日 814 ｋcal 31.8 ｇ 16 日 739 ｋcal 23.5 ｇ

19 日 786 ｋcal 25.5 ｇ 20 日 777 ｋcal 28.6 ｇ 21 日 772 ｋcal 28.3 ｇ 22 日 768 ｋcal 30.3 ｇ 23 日 835 ｋcal 24.8 ｇ

26 日 ｋcal ｇ 27 日 813 ｋcal 28.4 ｇ 28 日 755 ｋcal 28.4 ｇ 29 日 799 ｋcal 26.1 ｇ 30 日 778 ｋcal 31.8 ｇ

ほうれん草　にんじん
ごぼう　だいこん　長ネ
ギ

ほうれん草　こんにゃく
長ネギ　ごぼう　えのき

しいたけ　きく　キャベツ
きゅうり　　　　れんこん　にん
じん　しょうが　しらたき　ごぼ
う　 　たまねぎ　さやいんげん

にんにく　かぶ
きゅうり　キャベツ
かぼちゃ
たまねぎ

さんま　牛乳 とり肉　ぶた肉　ロース
ハム　牛乳

たまご　ぶた肉　牛乳 とり肉　ベーコン
とう乳　牛乳

米　めん　ごま　さとう
うすあげ　油

米　さといも　さとう 米　じゃがいも　さとう
油

パン　じゃがいも
こめこ　さとう　油

牛乳 牛乳 牛乳 牛乳

いそかあえ カレーもやし かきあえなます かぶのレモンサラダ
ほうとう汁 芋煮 肉じゃが コンソメスープ

ごはん ごはん ごはん 米粉りんごパン
さんまのかば焼き きのこ信田煮 たまごやき チキンの赤ワイン煮

米　じゃがいも　はるさめ
ごま　さとう　油

米　ごま　さといも
さとう

米　コーン　バター
ごま　油

米　さとう　油 めん　さつまいも　ごま
コーン　さとう　油

だいこんな　にんじん　たけのこ
チンゲンサイ　はくさい　えのき
長ネギ　ほししいたけ

はくさい　きゅうり　ごぼう
にんじん　こんにゃく　しめじ
れんこん　さやいんげん

にんじん　たまねぎ
ごぼう　しめじ　　きゅ
うり　長ネギ

ブロッコリー　カリフラワー
にんじん　キャベツ　えのき
しらたき　長ネギ

だいこん　きゅうり　長ネギ
にんじん　しょうが　　にんに
く　　　　　　　キャベツ

肉だんご　ぶた肉　牛乳 さんま　とり肉
あつあげ　牛乳

ツナ　たまご　ぶた肉
牛乳

はんぺん　チーズ　ふ
ぶた肉　とうふ　牛乳

かたくちいわし　だいず
ぶた肉　のむヨーグルト

白菜のみそ汁 秋野菜の煮物 ワンタンスープ すきやき風煮 野菜みそスープ
牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 のむヤスダヨーグルト

肉だんご さんまのおかか煮 パンプキンアンサンブル はんぺんチーズフライ さつまいもと小魚のあげ煮

春雨の炒め物 はくさいのごまびたし ごぼうサラダ 花野菜サラダ 大根の即席漬け

にんじん　ごぼう　まいたけ
こまつな　キャベツ　たけのこ
さやえんどう　えのき

しょうが　にんじん
キャベツ　こまつな
しめじ　長ネギ

しょうが　ごぼう　長ネギ
たまねぎ　キャベツ　しめじ
えのき　にんじん

キャベツ　きゅうり
にんじん　たまねぎ
しめじ　はくさい

大根菜めし ごはん ツナピラフ ごはん 中華めん

とり肉　かまぼこ
とうふ　牛乳

ツナ　たまご　とうふ
まんじゅうふ　牛乳

ぶた肉　あつあげ　　と
り肉　だいず　牛乳

ひじき　ウインナー
コーヒー牛乳

米　うすあげ　さとう
油

米　じゃがいも　さとう
ごま油

米　じゃがいも　油 パン　じゃがいも　アーモンド
油　　　　しろいんげん豆

牛乳 牛乳 牛乳 コーヒー牛乳

鶏肉のたつたあげ ツナそぼろの具 厚揚げのみそいため ポテトコロッケソース
かいそうサラダ ごまびたし 和風マカロニサラダ ひじき の マリネ
すまし汁 まんじゅうふのみそ汁 わかめのみそ汁 かぼちゃの豆乳シチュー

しめじ　ほうれん草
にんじん　しょうが
にら

にんじん　たまねぎ　にら
えのき　ほうれん草
チンゲンサイ

キャベツ　きゅうり　　にんじん
しょうが　　長ネギ　ごぼう　だ
いこん　にんじん　　　　こん
にゃく

しょうが　長ネギ　キャベツ
ピーマン　だいこん　きゅうり
にんじん

はくさい　ほうれん草
にんじん　たけのこ
たまねぎ　長ネギ

まいたけごはん ごはん ごはん 横割り丸パン

しゅうまい　ぶた肉
とうふ　牛乳

ぶた肉　なると　とうふ
牛乳

ししゃも　とり肉
とうふ　牛乳

ぶた肉　とうふ
糸かまぼこ　牛乳

しらす　とり肉　　たま
ご　　　　牛乳

米　さとう　油 米　ごま　さとう　油 米　さつまいも　油 米　さとう　油 うどん　さつまいも
ごま　さとう　油

牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳

しめじ あえ ナムル 風味漬け 切干大根サラダ じゃこびたし
マーボー豆腐 わかめスープ さつま汁 中華野菜スープ かき玉汁

ごはん ごはん ごはん ごはん 米粉めん
しゅうまい プルコギ ししゃもフライ 回鍋肉 大学芋

おもに熱や力になる食品 米　じゃがいも　さとう
うすあげ　油

パン　じゃがいも
アーモンド　油

おもに体の調子を整える食品

たまねぎ　にんじん
赤ピーマン　長ネギ
えだまめ

キャベツ　きゅうり
にんにく　しょうが
たまねぎ　にんじん

おもに体を作る食品 とうふ　だいず　牛乳 ウインナー　たまご　ぶ
た肉　とう乳　　　　牛

揚げ出し豆腐の和風あんかけ ウインナーたまごロール
豆のカレーサラダ アーモンドキャベツ

献立名
うすあげのみそ汁 ブラウンシチュー
牛乳 牛乳

10月こんだてカレンダー 笹神中学校
平成27年10月

月 火 水 木 金

ごはん 米粉パン

エネルギー量(Kcal) タンパク質量(g)

10月12日は「体育の日」です。「体育の

日」は 国民が、スポーツに親しむことを、

目的に制定されました。 

運動は、身体の健康に良いだけでなく、記憶

力も高まるなど、脳の健康にも良いそうです。 

しっかり食べて、身体を動かしましょう。 

振替休日 

3年生のみ 
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