
2 日 869 ｋcal 35.5 ｇ 3 日 ｋcal ｇ 4 日 804 ｋcal 28.6 ｇ 5 日 871 ｋcal 38.4 ｇ 6 日 810 ｋcal 33.6 ｇ

9 日 817 ｋcal 27.6 ｇ 10 日 801 ｋcal 294 ｇ 11 日 751 ｋcal 33.5 ｇ 12 日 ｋcal ｇ 13 日 888 ｋcal 29.4 ｇ

16 日 864 ｋcal 31.6 ｇ 17 日 921 ｋcal 32.8 ｇ 18 日 823 ｋcal 34 ｇ 19 日 847 ｋcal 38.4 ｇ 20 日 837 ｋcal 34.5 ｇ

23 日 ｋcal ｇ 24 日 854 ｋcal 31.7 ｇ 25 日 862 ｋcal 26.2 ｇ 26 日 917 ｋcal 28.5 ｇ 27 日 835 ｋcal 34.1 ｇ

30 日 861 ｋcal 32 ｇ

11月こんだてカレンダー 笹神中学校
平成27年11月

月 火 水 木 金

ごはん ごはん 中華どん コッペパン
あじの塩焼き ささみチーズフライ しゅうまい 焼きそば
インディアンポテト

文化の日
和風サラダ バンサンスウ えびボールスープ

あつあげのみそ汁 わかめのみそ汁 牛乳 コーンサラダ
牛乳 ふりかけ 牛乳

牛乳
牛乳　あじ　　ぶた肉
あつあげ　みそ

牛乳　豆腐　とり肉　わかめ
チーズ　かにかま　みそ

牛乳　ぶた肉　いか　えび
たまご　　なると　卵

牛乳　白身魚　ベーコン　　え
び

米　　油　　砂糖　　じゃが芋 米　　油　　砂糖　　じゃが芋 米　　油　　砂糖　　片栗粉
米　　油　　砂糖　　アーモン
ド

だいこん　にんじん　えのき
たまねぎ　こまつな　ねぎ

きゃべつ　こまつな　　ねぎ
しめじ　コーン　にんじん

たけのこ　きくらげ　にんじん
たまねぎ　はくさい　ちんげん菜
キャベツ　もやし

にんじん　たまねぎ　レタス
きゃべつ　きゅうり　コーン

ごはん ごはん ごはん 米粉めん
酢豚 根菜のつくね焼き 鮭のみそマヨネーズやき カレーなんばん汁
かぶときゃべつの即席漬け 切干大根のナムル もやしの磯香和え 海藻サラダ
白菜のみそ汁 じゃがいものそぼろ煮 秋の味覚汁 牛乳
牛乳 牛乳 牛乳 デザート

牛乳　あつあげ　ぶた肉　みそ
牛乳　あつあげ　ぶた肉
とり肉

牛乳　あぶらあげ　鮭　みそ
牛乳　とり肉　あぶらあげ
かまぼこ　かいそう

米　砂糖　じゃが芋　里芋
米　　油　　砂糖　　ごま
じゃが芋

米　　油　　砂糖　　里芋 うどん　　油　　砂糖

ねぎ　はくさい　こまつな　か
ぶ　　　　　　　にんじん　た
まねぎ　たけのこ
しいたけ　パイン　きゃべつ

にんじん　たまねぎ　しいたけ
いんげん　切干大根　きゅうり

だいこん　にんじん　しめじ
ねぎ　　　こまつな　もやし

にんじん　ねぎ　しいたけ
もやし　　　　　　たまねぎ
こまつな　きゃべつ
きゅうり　コーン

ごはん そぼろごはん ごはん ごはん 米粉まるパン
メンチカツ 春巻き かれいの竜田揚げ 鶏肉のレモンあえ いちごジャム
ごま浸し ちんげん菜のお浸し ひじきと大豆の炒め煮 あつあげのみそ炒め ポークビーンズ
おでん だいこんのみそ煮 さつま汁 にらたま汁 花野菜サラダ
牛乳 のむヨーグルト 牛乳 牛乳 牛乳

牛乳　ぶた肉　豆腐　みそ
ヨーグルト　とり肉　卵　かま
ぼこ　みそ

牛乳　　ぶた肉　　豆腐
大豆　　　　　　かれい　　み
そ

牛乳　　とり肉　　卵　　　ぶ
た肉　　　　　　　　　あつあ
げ　みそ

牛乳　ぶた肉　大豆　　ベーコ
ン

米　　油 米　　油　　砂糖　　春雨 米　砂糖　さつま芋 米　　油　　砂糖 パン　油　　砂糖　　じゃが芋

えのきたけ　ねぎ　こまつな
ピーマン　　　にんじん　きくら
げ　　きゃべつ　もやし
ちんげんさい

グリンピース　　にんじん
もやし　　　　　ちんげんさい
もやし　きぬさや
しいたけ　大根

だいこん　にんじん　つきこん
ねぎ　　　　　　ごぼう　しいた
け　いんげん

にんじん　たまねぎ　　にら
えのきたけ　しいたけ　きゃべ
つ　ピーマン

にんじん　たまねぎ　いんげん
トマト　コーン　ブロッコリー
カリフラワー

ごはん ごはん ハヤシライス ソフトめん
さんまのしょうが煮 鶏肉と大豆のいため物 野菜サラダ 野菜かきあげ

勤労感謝の日
五目金平 甘酢あえ 福神漬け ツナあえ
きゃべつのみそ汁 なめこのみそ汁 みかん 和風汁
牛乳 牛乳 牛乳 牛乳

牛乳　　さんま　　あぶらあげ
ぶた肉　さつまあげ　みそ

牛乳　豆腐　とり肉　大豆
かにかま　わかめ　みそ

牛乳　ぶた肉 牛乳　とり肉　なると　ツナ

米　　油　　砂糖　　じゃが芋 米　　油　　砂糖 米　　油　　砂糖　　じゃが芋 ソフトめん　油　　砂糖

きゃべつ　　ねぎ　ごぼう
にんじん　　れんこん　つきこ
ん　ピーマン

なめこ　ねぎ　にんじん
ピーマン　　　たけのこ　かぶ
きゅうり

たまねぎ　にんじん　トマト　ﾏｯ
ｼｭﾙｰﾑ　　　　　グリーンピース
にんじん　きゃべつ
コーン　　　ブロッコリー

にんじん　しいたけ　えのきた
け　　　　　　　　たけのこ
たまねぎ　ねぎ　　もやし
きゃべつ

菜飯

大根サラダ
肉じゃが

にんじん　たまねぎ　しいたけ
いんげん　だいこん　きゅうり
コーン　しらたき

おもに体の調子を整える食品

給食なし

牛乳　ぶたにく　えび　ハム おもに体を作る食品

米　　油　　砂糖　　じゃが芋 おもに熱や力になる食品

牛乳

エビカツ

≪今月の地場産物≫ 

米 

じゃがいも 

さといも 
    

  発祥は村上市です。昭和６２年に制定されました。 

  ご存知の通り村上は歴史ある「鮭のまち」。 

  平安の昔から鮭と共に生き、 

  江戸時代には世界初の人工孵化増殖システムを開発しました。 

   

  鮭には、良質なたんぱく質をはじめ、DHAやEPA・ミネラルも 

  豊富で、栄養がたくさん含まれています。 

    旬の秋鮭をおいしくいただきましょう♪ 

１１月１１日は の日です。 


