
主食 副食

 1 月 ごはん
チキンライス
マカロニスープ
ポテトサラダ（マヨネーズ）

 2 火 ごはん
麻婆豆腐
揚げしゅうまい
カリポリバンバンジー

 3 水 ごはん
ざくざく汁
さばの塩焼き
彩りチーズ納豆

 4 木 麦ごはん
ハヤシライス
いかフリッター
ミックスフルーツゼリー

 5 金
さつまいも
　　　ごはん

たまねぎのみそ汁
いわしのしょうが煮
変わりきんぴら

 9 火 ごはん
だんご汁
カレイ竜田揚げ
ほうれんそうのごまあえ

10 水 スライスパン

さつまいものクリーム煮
ハンバーグの
　　　きのこソースかけ
イタリアンサラダ
ブルーベリージャム

11 木 ごはん
わかめスープ
豚肉とぜんまいの炒め物
大豆もやしのナムル

12 金
発芽玄米
　ごはん

芋の子汁
★ちくわのしょうが揚げ
豆とひじきの和風サラダ
　　　　　（ドレッシング）
ふりかけ

15 月 ごはん
じゃがいものそぼろ煮
五目厚焼きたまご
元気サラダ

16 火 ソフトめん

ソフトめんの
　　カレーあんかけ
大豆ナゲット
ゆかりあえ

17 水 ごはん
まいたけごはん
みぞれ汁
さばの八丁みそ煮

八丁みそは、愛知県岡崎市八帖
（はっちょう）町で、江戸時代初期
から造り続けられている伝統的なみ
そです。そのみそを使って、「さば
の八丁みそ煮」にしました。

じゃがいもに豊富に含まれるビタ
ミンCは、熱に非常に強く、煮たり
焼いたりしてもこわれにくいのが
特徴です。

大豆は、たんぱく質が豊富に含まれ
ています。肉や魚に負けないくらい
の栄養があります。今日は、大豆と
ひじきを使用して、サラダにしてい
ます。

学校給食では、栄養素をバランス
よくとれるように「主食」「主
菜」「副菜（２品）」をそろえて
献立を考えています。

ほうれん草は、緑黄色野菜です。寒
さに耐えて育ったほうれん草は、甘
みが増して味も良く、風邪の予防に
効果のあるビタミンCもたっぷり含
まれています。

さつまいもは、昔中国から鹿児島に渡って
きました。中国では“ばんしょ”、沖縄で
は“唐いも”、鹿児島では“琉球いも”と
呼ばれています。さつまいもは、芋類では
最もビタミンＣが多く、食物繊維も含まれ
ます。

スライスパン・バター
生クリーム・ベシャメルソース
さつまいも・さとう
サラダ油
ブルーベリージャム

＊裏面もご覧ください。

米・さとう・ごま油・いりごま

ソフトスパゲティ式めん
菜種油・じゃがいも
カレールウ

こんにゃく・にんじん・根深ねぎ
はくさい・しめじ・紅しょうが
えだまめ・れんこん

牛乳・とうふ・鶏挽肉
さばの八丁みそ煮
かまぼこ・油揚げ

米・麦・じゃがいも
さとう・サラダ油
菜種油・カクテルゼリー

牛乳・鶏肉
カレイ竜田揚げ

たまねぎ・しめじ・にんじん
キャベツ・きゅうり
ホールコーン

キャベツ・きゅうり
ゆかり粉・もやし
にんじん・グリンピース
たまねぎ

牛乳・米みそ
とうふ・乾燥わかめ
油揚げ・角はんぺん
いわしのしょうが煮

牛乳
だいずナゲット
豚肉・脱脂粉乳

発芽玄米・米・さといも
小麦粉・でんぷん
菜種油
和風ｸﾘｰﾐｰﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ

米・じゃがいも
でんぷん・さとう
サラダ油

牛乳・麦みそ・豆みそ
鶏肉・ちくわ
まぐろオイル漬
ひじき・蒸し大豆
ふりかけ

牛乳・五目厚焼たまご
豚挽肉・ボンレスハム
糸切り昆布・花かつお

いかには、コレステロール値を下げ
たり疲労回復に効果のあるタウリン
や、免疫力を高めたり骨の成長を促
す亜鉛が多く含まれています。

グリンピースは、たんぱく質や糖質、食物
繊維、ビタミン、ミネラルなどバランスよ
く含まれた栄養価の高い野菜です。からだ
の疲れをとったり、お腹の調子を良くする
はたらきがあります。

パセリ・かぼちゃ・にんじん
きゅうり・トマトピューレ
グリンピース・たまねぎ
ホールコーン

牛乳・鶏肉
ショルダーベーコン

にんじん・パセリ
たまねぎ・しめじ
マッシュルーム・赤ピーマン
キャベツ・きゅうり・バジル

にんじん・たまねぎ
根深ねぎ・えのきたけ
糸こんにゃく・ピーマン
干ししいたけ・れんこん

にんじん・ピーマン
たまねぎ・トマト水煮
パイナップル缶・黄桃缶
りんごシロップ漬け

さつまいも・米
さとう・ごま油
いりごま・すりごま
サラダ油

納豆は、大豆から作られる食品の
一つで、みそや豆腐の次にたくさ
ん作られている食品です。その作
り方は中国から伝わってきたと言
われています。

米・白玉団子
菜種油・さとう
いりごま・すりごま

にんじん・だいこん
根深ねぎ・はくさい
ほうれんそう・キャベツ
もやし

牛乳・豆みそ
豆腐・豚挽肉
しゅうまい
ささみ水煮

ぜんまい・たまねぎ・キムチ
たけのこ・根深ねぎ・はくさい
にんじん・キャベツ
きゅうり・大豆もやし

牛乳・豚肉
いかフリッター

にんじん・しょうが
たまねぎ・にんにく
根深ねぎ・干ししいたけ
キャベツ・きゅうり
切り干し大根

ごぼう・だいこん・根深ねぎ
はくさい・干ししいたけ
ほうれんそう・にんじん
パセリ

米・マカロニ
じゃがいも
マヨネーズ・サラダ油

牛乳・高野豆腐
さば・糸引納豆
ダイスチーズ

米・でんぷん
さとう・菜種油
すりごま・ねりごま

米・さといも
サラダ油・さとう

切り干し大根は、干すことで独特
の甘みや歯ごたえが増し、生のだ
いこんよりもカルシウム・鉄分・
ビタミン類・食物繊維などの栄養
価も高くなります。

平成30年度 １０月分予定献立表

魚・肉・卵・大豆
大豆製品・牛乳・小魚

海そうなど
野菜・くだもの・きのこなど 穀類・いも類・さとう・油類など

おもに体の調子を整える

　　　　　　　　　献立名
＊牛乳（愛知産）は毎日つきます。
＊　　　　は食育の日の献立です。
＊★印は、新メニューです。
＊日付に○がついた日は、各学校に
献立一口メモがつきます。

おもにエネルギーとなり、
体を動かすもとになる

ナムルは、韓国の家庭料理のひとつで、野
菜を塩ゆでしたものを調味料とごま油で和
えたものです。今日の給食では、大豆もや
しや、きゅうり、にんじん、キャベツ、ご
まを使用して作っています。

だいこん・根深ねぎ
はくさい・しめじ
にんじん・まいたけ
こんにゃく

１０月の目標　　　「バランスよく食べよう」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　みよし市立学校給食センター

日 曜

おもな働きとその食品

　

おもに血や肉となり、
体をつくるもとになる

にんじんは、目や皮膚、粘膜など
を健康に保ち、感染症に対する抵
抗力を高めるなど健康に欠かせな
い栄養素、カロテンが豊富に含ま
れています。

牛乳・豆乳
鶏肉・脱脂粉乳
ハンバーグ

牛乳・豚肉
とうふ・うずらたまご
乾燥わかめ

米・さとう

＊材料の都合で献立が変更になることがありますのでよろしくお願いします。　　　　　       古紙配合率100％再生紙を使用しています。　白色度70％

♪献立のワンポイント♪

※ 天候等の都合により地場産物が入らないときは、産地が変更する場合があります。
※ は「いいともあいち運動」のシンボルマークです。

＜愛知県産＞

米
米粉パン

＜みよし市産＞
今がおいしい！

みよし市

健康づくり大使

「キューちゃん」

豚肉・うずらたまご・蒸し大豆・米みそ・豆みそ・油揚げ
生揚げ・とうふ・焼き豆腐・糸引納豆・もやし
チンゲンサイ・こまつな・生しいたけ・切り干し大根
ほうれんそう・ねぎ

じゃがいも・さつまいも

さといも・ほうれんそう
にんじん・チンゲンサイ
ごぼう・れんこん・しめじ

しいたけ・りんご・さば
さんま・米



主食 副食

18 木 米粉パン

ベジタブルスープ
フランクフルトソーセージ
　　　（トマトケチャップ）
ツナサラダ

19 金 ごはん
中華飯
春巻き
華風あえ

22 月 ごはん
たぬき汁
さんまの南蛮漬け
五色あえ

23 火 麦ごはん
豚丼
庄内ふのすまし汁
和風サラダ（ドレッシング）

24 水 ごはん

キムチスープ
えびとほうれんそうの
　　　　　　　　しゅうまい
チンジャオロース

25 木 ごはん
チキンカツカレー
コーンサラダ
（ドレッシング）

26 金 五穀ごはん
すきやき
あじフライ（ソース）
おひたし

29 月 ごはん
筑前煮
白ごま入りつくね
酢のもの

30 火 ごはん
きのこのみそ汁
和風コロッケ（ソース）
ひじきと大豆の煮付け

31 水
洋風
きのこごはん

かぼちゃのポタージュ
オムレツ
（トマトケチャップ）
フレンチサラダ

エネルギー たん白質 カルシウム マグネシウム 鉄 亜鉛 食物繊維総量 食塩相当量

kcal g mg mg mg mg A   μg B1   mg B2   mg C   mg g g

今月の平均栄養価 658 27.2 376 109 2.6 3.1 235 0.60 0.55 25 4.2 2.5

摂取基準値 650 13～20％ 350 50 3.0 2.0 200 0.40 0.40 20 5.0 2.0

今月の平均栄養価 809 32.3 406 132 3.2 3.7 270 0.76 0.60 30 5.2 3.0

摂取基準値 830 13～20％ 450 120 4.0 3.0 300 0.50 0.60 30 6.5 2.5

　＊学校給食における摂取エネルギーに占める脂質からのエネルギーの割合

白菜は今が旬の野菜で、寒くなり霜が
おりると身がしまり甘みが増します。
風邪の予防や美肌効果のあるビタミン
Ｃや、体内の塩分を調整するカリウム
などの栄養素を豊富に含んでいます。

油揚げは、薄く切ってしっかり水気を
切った豆腐を油で揚げて作ります。普
通の豆腐を揚げるだけでは、生揚げに
なってしまうので、油揚げ専用の豆腐
を使います。

しいたけには、お腹の調子を整える働きの
ある食物繊維や、歯や骨を丈夫にするカル
シウムの吸収を助けるビタミンＤが豊富に
含まれています。干ししいたけにすること
でうまみや栄養が増し、保存性も高まりま
す。

今月は人気献立の“中華飯”で
す。詳しくは
下記をご覧ください。

牛乳・米みそ・とうふ
ショルダーベーコン
豚肉
えびとほうれんそうの
　　　　　　　しゅうまい

米・五穀米
菜種油・さとう

牛乳・板麩・とうふ
かまぼこ・ささみ水煮
乾燥わかめ・豚肉

根深ねぎ・えのきたけ
干ししいたけ・キャベツ
きゅうり・糸こんにゃく
にんじん・しょうが
たまねぎ

米・じゃがいも
カレールウ・菜種油
フレンチドレッシング

にんじん・グリンピース
しょうが・たまねぎ
にんにく・りんごピューレ
赤ピーマン・キャベツ
きゅうり・ホールコーン

チンゲンサイ・たまねぎ
生しいたけ・キムチ
にんじん・ピーマン
しょうが・たけのこ

米・でんぷん
さとう・ごま油

牛乳・豚肉
脱脂粉乳
チキンカツ

麦・米・さとう
ごまドレッシング

20～30％

26.1

米・バター
生クリーム
ベシャメルソース
さとう・サラダ油

うらごしかぼちゃ・パセリ
たまねぎ・かぼちゃ・赤ピーマン
キャベツ・きゅうり・バジル
ホールコーン・レモン果汁
まいたけ・エリンギ

牛乳・豆乳
オムレツ

給食で作るカレーはいろいろな種類があり
ます。ポークカレー・チキンカレー・ドラ
イカレー・キーマカレーなどです。今日
は、ポークカレーにチキンカツを乗せて食
べるチキンカツカレーライスです。

牛乳・あじフライ
花かつお・生ふ
焼き豆腐・豚肉

にんじん・こまつな
キャベツ・レモン果汁
もやし・糸こんにゃく
根深ねぎ・はくさい・生しいたけ

かぼちゃは、緑黄色野菜です。かぼ
ちゃには、皮膚や粘膜を強くし、免
疫力を高めるβカロテンが多く含ま
れています。

米みそは大豆と米麹、麦みそは大
豆と麦麹を使って作りますが、豆
みそは、麹を使わずに大豆と塩だ
けで作られます。

鶏肉は、たんぱく質の多い食品で
す。たんぱく質は、筋肉や血液、
髪、爪など体を作るために欠かせ
ない栄養素です。

チンゲンサイは、白菜と同じ「アブラ
ナ科」という種類の野菜で、しゃもじ
のような葉が集まった形をしていま
す。中国から伝わった野菜です。愛知
県でも多く栽培されています。

なたね油の原料であるなたねは、ア
ブラナ科の植物です。日本で生産さ
れている食用油の約60%を占めてい
ます。

　

*

牛乳・乾燥わかめ
白ごま入りつくね
鶏肉

キャベツ・きゅうり
こんにゃく・さやいんげん
にんじん・ごぼう
たけのこ・干ししいたけ

米・さとう・じゃがいも
サラダ油

牛乳・米みそ・麦みそ
豆みそ・とうふ・ちくわ
米ひじき・油揚げ
蒸し大豆

たまねぎ・根深ねぎ
はくさい・えのきたけ
なめこ・にんじん
干ししいたけ・れんこん

米・さとう・サラダ油
和風コロッケ・菜種油

中学校

小学校

摂取栄養量と摂取基準

20～30％

28.5

こんにゃく・にんじん
ごぼう・干ししいたけ
根深ねぎ・こまつな
だいこん・ホールコーン

ビ   タ   ミ   ン脂質

日 曜

　　　　　　　　　献立名
＊牛乳（愛知産）は毎日つきます。
＊　　　　は食育の日の献立です。
＊★印は、新メニューです。
＊日付に○がついた日は、各学校に
献立一口メモがつきます。

米・でんぷん
サラダ油・菜種油
はるさめ・さとう
ごま油・いりごま

米粉パン・じゃがいも
さとう・サラダ油

おもに血や肉となり、
体をつくるもとになる

米・さといも
菜種油・さとう
サラダ油

にんじん・パセリ・たまねぎ
はくさい・赤ピーマン
キャベツ・きゅうり
レモン果汁・バジル

野菜・くだもの・きのこなど

牛乳・豆みそ・とうふ
乾燥わかめ・油揚げ
さんま・ボンレスハム

おもにエネルギーとなり、
体を動かすもとになる

魚・肉・卵・大豆
大豆製品・牛乳・小魚

海そうなど

牛乳・まぐろオイル漬
ショルダーベーコン
フランクフルト
　　　　　ソーセージ

牛乳・豚肉
うずらたまご
ボンレスハム

チンゲンサイ・にんじん
しょうが・たまねぎ
はくさい・たけのこ
干ししいたけ・もやし
春巻き・キャベツ・きゅうり

おもな働きとその食品

おもに体の調子を整える

穀類・いも類・さとう・油類など

【材料】 ４人分(中学校量)

・たまねぎ・・・１６０ｇ ・豚肉 ･･･１００ｇ ・にんじん ・・・１００ｇ
・ゆでたけのこ・・・２５ｇ ・チンゲンサイ・・・５０ｇ ・はくさい ･･･１００ｇ
・干ししいたけ・・・２枚 ・もやし・・・１００ｇ ・うずらたまご･･･１００ｇ
・サラダ油・・・少々 ・おろししょうが・・・小さじ１ ・塩・・・少々
・こしょう・・・少々 ・チキンブイヨン・・小さじ１ ・中華だし・・・１０ｇ
・しょうゆ・・・２０ｇ ・片栗粉 ・・・１８ｇ

♪献立のワンポイント♪

【アレルギー物資明細について】
各学校に使用材料表・アレルギー表示一覧等があります。

必要な方は学校へお申し出ください。
※給食の献立表やアレルギー表示一覧等はみよし市の

ホームページからも見ることができます。

中華料理は、いつも大好評です。その中か

ら今月は「中華飯」を紹介します。給食では、

たくさんの種類の野菜を使います。野菜の歯

ごたえが感じられるように工夫して調理して

います。レシピを載せました。

ぜひ、お家でも作ってみてくださいね！

【作り方】
① たまねぎは、1/2にして、くし切りにする。豚肉は、一口大に切っておく。

にんじんとたけのこは、いちょう切りにする。チンゲンサイとはくさいは、

２ｃｍ幅ぐらいに切る。

②干ししいたけは、もどして薄く切る。もやしとうずらのたまごは、水洗いして

おく。
③ フライパンに油を入れ、おろししょうがを入れ、豚肉を入れる。

塩・こしょうを入れる。
④豚肉が炒まったら、にんじん・たけのこ・干ししいたけ・たまねぎを炒める。

軟らかくなったら、うずらたまごを入れる。
⑤チキンブイヨンと中華だし・しょうゆを入れる。味を調えたら、はくさいと

チンゲンサイを入れる。軟らかくなる前に水溶き片栗粉を入れて、とろみをつける。

～10月１９日(金)に
実施します！～


