
 １０がつのこんだてよていひょう

ちやにくになる ねつやちからになる からだのちょうしをととのえる

あ　　　か き　い　ろ み　ど　り

1 月 ごはん ○ さばのねぎみそやき　おかかいため　いなかじる ぎゅうにゅう　さば　かつお
ぶし　とりにく　みそ

こめ　あぶら　じゃがいも
キャベツ　チンゲンサイ　にんじん　だ
いこん　ねぎ　ほうれんそう

6２１
２５.４

2 火
ごはん
あじつけの
り

○ もろのすぶたふう　とうふとたまごのスープ モロ　とうふ　たまご　ぎゅ
うにゅう　のり

こめ　こめこ　あぶら　さとう
でんぷん

しょうが　たまねぎ　しいたけ　たけの
こ　ピーマン　にんじん　ほうれんそう

6２８
2６.１

3 水
ごはん
ふりかけ

○
ぶたにくのごまだれいため
はとむぎいりとうもろこしスープ　アセロラゼリー

ぎゅうにゅう　ぶたにく　た
まご

こめ　ごま　でんぷん　はとむ
ぎ　あぶら　さとう

キャベツ　にら　しょうが　ねぎ　チン
ゲンサイ　とうもろこし　アセロラ

６９９
2８.０

4 木
ピザトー
スト

○ ワンタンスープ　フルーツヨーグルト
ソーセージ　チーズ　ぎゅう
にゅう　ぶたにく　ヨーグル
ト

しょくパン　あぶら　ワンタン

たまねぎ　しめじ　ピーマン　しいたけ
にんじん　もやし　にら　ねぎ　とうも
ろこし　みかん　パインアップル　ナタ
デココ

6３４
2８.４

5 金 にらごはん ○ とりにくのレモンに　のりあえ　やさいスープ とりにく　ベーコン　のり
ぎゅうにゅう

こめ　ごま　でんぷん　さとう
あぶら

にら　レモン　ほうれんそう　もやし
たまねぎ　にんじん　キャベツ　こまつ
な　あおな

６１３
2５.２

9 火 ごはん ○
（めのあいごデーこんだて）　やきとりふうに
ぐだくさんみそしる　ブルーベリーゼリー

とりにく　なまあげ　レバー
わかめ　みそ　ぎゅうにゅう
かんてん

こめ　でんぷん　あぶら　さと
う　じゃがいも

しょうが　にんじん　ねぎ　たまねぎ
こまつな　ブルーベリー

6８５
2４.５

10 水 ごはん ○
（小山じばさんのひ）　おやまさんなっとう
ぶたにくとなすのみそいため　かきたまじる

なっとう　ぶたにく　たまご
ぎゅうにゅう　みそ

こめ　あぶら　さとう　でんぷ
ん

しょうが　にんじん　たまねぎ　しいた
け　なす　にら　こまつな　ねぎ

6６２
2８.４

11 木 こめパン ○
カレーうどん　ちくわのいそべあげ（１～３年１
本・４年～２本）　ゆでやさいサラダ

とりにく　ちくわ　たまご
あおのり　ぎゅうにゅう

こめパン　うどん　あぶら　ド
レッシング　ごま　こむぎこ

にんじん　たまねぎ　たもぎたけ　ねぎ
キャベツ　きゅうり　とうもろこし

6９４
2９.１

12 金
おさかな
どん

○ かいそうサラダ　いものこじる
ツナ　ぎゅうにゅう　とりに
く　みそ　とうふ　わかめ
かいそう

こめ　あぶら　こんにゃく　ド
レッシング　ごま　さといも
さとう

たまねぎ　にんじん　グリンピース　だ
いこん　たもぎたけ　ねぎ　とうもろこ
し

6１２
2４.０

15 月 ごはん ○
ハンバーグトマトソースかけ　こふきいも
きのこスープ

ぶたにく　とりにく　たまご
ぎゅうにゅう　あおのり
ベーコン

こめ　じゃがいも　でんぷん
さとう　ごま　あぶら

たまねぎ　にんじん　しめじ　えのきだ
け　　　　　　　　　しいたけ　トマト

6６２
2４.０

16 火 ごはん ○ チキンなんばん　ゆできゃべつ　ごもくスープ ぎゅうにゅう　とりにく　ハ
ム

こめ　でんぷん　さとう　あぶ
ら　タルタルソース

たまねぎ　キャベツ　にんじん　たけの
こ　しいたけ　はくさい　ほうれんそう

６３４
2３.６

17 水 むぎごはん ○
もりのきのこカレー　ふくじんづけ
こんにゃくサラダ　ヨーグルト

ぶたにく　ぎゅうにゅう
だっしふんにゅう　ヨーグル
ト

こめ　むぎ　あぶら　こんにゃ
く　ドレッシング　じゃがいも

にんにく　たまねぎ　にんじん　しめじ
たもぎたけ　ふくじんづけ　キャベツ
もやし　　　　　　　　とうもろこし

７４５
2３.０

18 木
あげこめパ
ン（ココ
ア）

○ チキンビーンズ　かんてんいりサラダ とりにく　だいず　チーズ
ぎゅうにゅう　かんてん

こめぱん　あぶら　じゃがいも
ドレッシング　ミルクココア

にんじん　たまねぎ　トマト　グリン
ピース　キャベツ　ブロッコリー　とう
もろこし

６５６
2８.４

19 金
さんしょ
くどん

○ かんぴょうのたまごとじ　カットオレンジ とりにく　ぎゅうにゅう　た
まご

こめ　ごま　バター　あぶら
でんぷん　さとう

しょうが　ほうれんそう　もやし　たま
ねぎ　にんじん　かんぴょう　にら　と
うもろこし　オレンジ

６２７
27.6

22 月 ごはん ○

※絹
きぬ

義務
ぎ む

教育
きょういく

学校
がっこう

　学校祭
がっこうさい

の振替
ふりかえ

休業
きゅうぎょう

（おこめウイーク）ジャージャンどうふ

わかめスープ　しゅうまい（２こ）

ぶたにく　なまあげ　みそ
わかめ　ぎゅうにゅう

こめ　あぶら　でんぷん　ごま
さとう　ごまあぶら　パンこ
さとう　こむぎこ

しょうが　キャベツ　たまねぎ　にんじ
ん　チンゲンサイ　ねぎ

６45
27.１

23 火
きのこご
はん

○
（おこめウイーク）　さんまのしおやき　こんぶづけ
はなふのすましじる

あぶらあげ　ぎゅうにゅう
さんま　こんぶ　かまぼこ
とうふ　はなふ

こめ　あぶら　くり　ごま　さ
とう

ごぼう　にんじん　えのきたけ　しめじ
しいたけ　キャベツ　きゅうり　ほうれ
んそう

６８３
2８.０

24 水

ふゆみず
たんぼま
いのごは
ん

○
（おこめウイーク）　ぶたにくとごぼうのかりんあげ
おひたし　なめこじる

ぶたにく　かつおぶし　ぎゅ
うにゅう　とうふ　みそ

こめ　こめこ　あぶら　ごま
さとう

ごぼう　しょうが　にら　チンゲンサイ
もやし　なめこ　ねぎ　にんじん

６９７
2７.５

25 木 こめパン ○
（おこめウイーク）まめまめだいがく
かんぴょういりミネストローネ

ぎゅうにゅう　だいず　ベー
コン

こめパン　こむぎこ　さつまい
も　みずあめ　さとう　ごま
じゃがいも　マカロニ

にんにく　たまねぎ　にんじん　かん
ぴょう　セロリ　トマト　パセリ

６04
22.１

26 金
わかめご
はん

○
（おこめウイーク）　あきやさいのにもの
にらととうふのみそしる　みかん

わかめ　ぎゅうにゅう　ぶた
にく　とうふ　みそ

こめ　ごま　あぶら　こんにゃ
く　くり　さといも　さとう

ごぼう　にんじん　だいこん　しめじ
さやいんげん　にら　みかん

６68
24.5

29 月 ごはん ○
ぶたにくのわふうきのこソース　ごまあえ
ゆばたまじる

ぎゅうにゅう　ぶたにく　ゆ
ば　たまご

こめ　さとう　あぶら　ごま
でんぷん

たまねぎ　にんにく　だいこん　しいた
け　しめじ　ほうれんそう　はくさい
にんじん　こまつな

６５８
2３.１

30 火 ごはん ○
てづくりじゃこふりかけ　ぴりからにくじゃが
こまつなのみそしる

ぎゅうにゅう　ちりめんじゃ
こ　こんぶ　かつおぶし　ぶ
たにく　とうふ　みそ

こめ　さとう　ごま　あぶら
じゃがいも　こんにゃく

にんじん　ごぼう　さやいんげん　こま
つな　ねぎ

６40
24.9

31 水
キムチ
チャーハ
ン

○
にらまんじゅう（１こ）　ナムル
ちゅうかふうかきたまじる　ハロウィンデザート

ぶたにく　ぎゅうにゅう　た
まご　だいず

こめ　ごま　あぶら　　ごまあ
ぶら さとう　こむぎこ　でん
ぷん

にんにく　にんじん　はくさい　ねぎ
にら　ほうれんそう　もやし　たけのこ
しいたけ　きくらげ　たまねぎ　キャベ
ツ　しょうが　かぼちゃ

６35
22.１

小山市立
お や ま し り つ

萱橋小学校
かやばししょうがっこう

給食
きゅうしょく

共同
きょうどう

調理場
ちょ う りじ ょ う

ひ
に
ち

よ
う
び

こんだてめい おもなざいりょう エネルギー
（Ｋｃａ

ｌ）
たんぱく質

（ｇ）
ごはん　パン

牛
乳 おかず

☆１０月は『とちぎ食育推進月間』です。日本型食生活(和食)を見直しましょう・

☆１０／２２(月)～１０／２６(金)はお米ウイークです。

パンの日は米パンを使用します。お米に対し、感謝して食べましょう。


