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デザート 肉･魚･大豆･卵･牛乳･海藻など 穀類･芋･砂糖･油など 野菜･果物・きのこなど (kcal） （グラム）

さばのしょうがに 牛乳・さば・もみのり こめ・むぎ・さとう・サラダ油 しょうが・はくさい・もやし・しめじ 605 28.9
いそべあえ かつおぶし・もめんどうふ ねぎ・にんじん

すましじる すまき 736 35.1
スコッチエッグふうコロッケ 牛乳・ぶたミンチ・うずらたまご こめ・むぎ・じゃがいも ゆかり・たまねぎ・にんじん・ホールコーン 647 21.3
　　りんごサラダ たまご・わかめ こむぎ粉・パン粉・なたね油 りんご・キャベツ・きゅうり・りんごす

　　わかめスープ サラダ油・さとう レモン汁・長ねぎ・えのき 790 25.4

ぶたにくとだいこんのにもの 牛乳・ぶたにく・白みそ こめ・むぎ・中ざらとう・さとう だいこん・にんじん・さやいんげん 674 27.9
　　チャーテのゆずみそあえ たまご ごま・こむぎこ・アーモンド粉 チャーテ（はやとうり）

　　アップルケーキ ベーキングパウダー・バター キャベツ・ゆのす・りんご 824 33.8
だいこんサラダ 牛乳・ぶたにく・ぎゅうにく こめ・むぎ・サラダ油 たまねぎ・マッシュルーム・グリンピース 644 20.6
りんご さとう・ハヤシルウ にんじん・にんにく・だいこん・きゅうり

レモン汁・りんご 786 24.5
さけのコーンマヨネーズやき 牛乳・さけ・かつおぶし こめ・むぎ・マヨネーズ たまねぎ・ホールコーン・はくさい 588 30.6
はくさいのおひたし もめんどうふ チーズ・さとう もやし・しめじ・にんじん・ねぎ

すましじる 714 37.3
牛乳・とりにく・とりミンチ こめ・マーマレード・サラダ油 キャベツ・にんじん・ホールコーン・ねぎ 693 28.2
ぶたミンチ・たまご じゃがいも・はるさめ グリンピース・しょうが・もやし・ゆのす

さとう・はちみつ チンゲンサイ 848 34.2
すりみのフライ 牛乳・すりみ・たまご・さきいか こめ・むぎ・パン粉・なたね油 たまねぎ・にんじん・ごぼう・えだまめ 712 27.2
　　かみかみサラダ 油あげ・わかめ・合みそ さとう・サラダ油 ホールコーン・だいこん・ねぎ

　　みそしる じゃがいも 873 32.9
だいこんのうめおかかあえ 牛乳・ぶたにく・むきえび・いか こめ・むぎ・サラダ油 たけのこ・たまねぎ・はくさい・ねぎ・にんじん 672 26.8
　　まめかりんとう うずらたまご・わかめ・かつおぶしごま油・かたくり粉・さとう きくらげ・しょうが・だいこん・みずな・うめぼし

だいず 822 32.4
さけのホイルやき 牛乳・さけ・かつおぶし こめ・むぎ・サラダ油・チーズ レモン汁・たまねぎ・えのき・あおピーマン 632 35.7
ほうれんそうのおひたし とりにく・もめんどうふ さとう・さつまいも ほうれんそう・もやし・にんじん・ごぼう

さつまじる 合みそ いたこんにゃく・だいこん・ねぎ 770 43.8
こうやどうふのたまごとじ 牛乳・こうやどうふ・とりにく こめ・むぎ・さとう・やきふ たまねぎ・にんじん・いたこんにゃく 621 28.5
　　　　ツナあえ・すましじる たまご・ツナ・わかめ・ひじき ごま たけのこ・ほししいたけ・さやいんげん

　　　　　てづくり！ひじきふりかけ かつおぶし キャベツ・こまつな・ゆのす・ねぎ・きくらげ 756 34.6
さといものうまに 牛乳・とりにく・ぶたにく こめ・むぎ・さといも にんじん・にんにく・ほうれんそう・もやし 634 27.2
ほうれんそうのごまあえ もめんどうふ・油あげ サラダ油・さとう・ごま ごぼう・キャベツ・いたこんにゃく・しめじ

とんじる 合みそ ねぎ 773 32.9
ポークシチュー 牛乳・ぶたにく・とりがら コッペパン・じゃがいも たまねぎ・にんじん・エリンギ・セロリ 627 23.4
やさいサラダ 生クリーム・バター・たまご サラダ油・コーンスターチ にんにく・キャベツ・きゅうり・レモン汁

スイートポテト さとう・さつまいも・黒ごま ホールコーン 764 28.0
スコッチエッグふうコロッケ 牛乳・ぶたミンチ・うずらたまご こめ・むぎ・じゃがいも ゆかり・たまねぎ・にんじん・ホールコーン 647 21.3
　　りんごサラダ たまご・わかめ こむぎ粉・パン粉・なたね油 りんご・キャベツ・きゅうり・りんごす

　　わかめスープ サラダ油・さとう レモン汁・長ねぎ・えのき 790 25.4
ぶたにくとチャーテのいためもの 牛乳・ぶたにく こめ・むぎ・サラダ油 チャーテ（はやとうり） 604 27.2
こんさいみそしる もめんどうふ・油あげ かたくり粉・じゃがいも キャベツ・たまねぎ・にんにく・にんじん

かき 合みそ ごぼう・しめじ・ねぎ・かき 734 32.9
ふくしんづけ 牛乳・ぶたにく・チーズ・ツナ こめ・むぎ・じゃがいも たまねぎ・にんじん・にんにく 666 24.0
ポパイサラダ カレールウ・サラダ油 ふくしんづけ・ほうれんそう・キャベツ

みかん りんごす・みかん 814 28.8

にくじゃが 牛乳・ぎゅうにく こめ・ろっこくブレンド にんじん・たまねぎ・糸こんにゃく 636 22.9
だいこんなます もめんどうふ・すまき じゃがいも・さとう さやいんげん・だいこん・きゅうり

すましじる わかめ サラダ油・ごま ゆのす・しめじ・長ねぎ 775 27.4
いためビーフン 牛乳・ぶたにく・むきえび・いか こめ・むぎ・ビーフン キャベツ・たまねぎ・にんじん・たけのこ 626 24.6
みそしる もめんどうふ・合みそ ごま油・サラダ油 青ピーマン・ほししいたけ・ねぎ

りんご じゃがいも りんご 763 29.6
さばのてりやき 牛乳・さば・ひじき・わかめ こめ・むぎ・さとう・かたくり粉 しょうが・つきこんにゃく・にんじん 630 29.7
ひじきのしらあえ もめんどうふ・合みそ ごま・やきふ ほうれんそう・キャベツ・たまねぎ

みそしる しめじ・ねぎ 768 36.1
牛乳・ぶたミンチ・粉チーズ こめ・むぎ・サラダ油・さとう たまねぎ・レモン汁・レタス・トマト 701 27.1
もみのり・ベーコン・とりがら はちみつ こまつな・もやし・はくさい・にんじん

えのき・ゆのす 859 32.8
カリポリサラダ 牛乳・ぶたミンチ・たまご こめ・むぎ・ごま油・さとう ほししいたけ・にんにく・ぜんまい・セロリ 661 23.7
たまねぎとたまごの もめんどうふ ごま・サラダ油・かたくり粉 たまねぎ・たけのこ・きりぼしだいこん

スープ にんじん・きゅうり・こまつな・ホールコーン 807 28.4
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エネルギー
(kcal)

たんぱく質(g)カルシウム(mg)食物せんい(g)

小学生（中学年） 646 26.3 345 5.5
中学生 788 31.8 378 7.0
標準量(小学校中学年） 640 24.0 350 5.0

その１：給食にたずさわる人たちに、感謝をして食べましょう。
その２：心をこめて、あいさつをしましょう。

3.0
2.5ｇ以下

１１月の栄養価

月平均 食塩相当量(g)

2.4

≪１１月：給食の目標 ≫
「 感謝をして、食べよう！ 」

＜小学１～６年生＞ １１／２（木） ・・・ 代休

＜中学１～３年生＞ １１／６（月）・１０（金） ・・・ 代休

＜中学１～３年生＞ １１／１３（月） ・・・ 給食なし
＜小学２～５年生＞ １１／１５（水） ・・・ 連合音楽会へ参加（お弁当の日）

＜中学１～３年生＞ １１／２０（月） ・・・ 遠足（お弁当の日）

１１月分の給食費は・・・

１１月１０日（金） （※２７日（月）に再度）

に、引き落とします。

残高確認をよろしくお願いいたします。

＜引き落とし金額＞

小学校 ４，６００ 円

中学校 ４，９００ 円

給 食 費

１１月に出る吾北の食べもの

か み か み 献 立

１０日・1３日・３０日

よくかんで食べる
メニューの日です！

干ししいたけ ゆのす じゃがいも もめんどうふ
チャーテ（はやとうり） さといも

小３・中１ リクエスト献立！

９日（木）吾北小３年生 リクエスト
大人気のあの中身を使った暖かい

「スープ」、じゃがいもが主役の「サラダ」、
吾北のゆずを使った「ゼリー」が登場！

29日（水）吾北中１年生 リクエスト
主食はメキシコ料理が由来の「○○ラ
イス」、副菜はのりで和えた「和え物」、
汁物はとりがらダシがポイントの「スー
プ」、そしてゆずを使った「ゼリー」です！

※ 休止のお知らせ ※


