
こ ん だ て め い ｴﾈﾙｷﾞｰ たんぱくしつ おもにからだをつくる おもにからだのちょうしを おもにねつやちからになる

日 曜 しゅしょく のみもの  お  か  ず Kcal g 食品(あか) ととのえる食品(みどり) 食品(きいろ)
こぎつねずし ぎゅうにゅう 【十五夜献立】 ぎゅうにゅう　ぶたひきにく にんじん　さやえんどう　れんこん こめ　じょうはくとう

あきやさいのにもの あぶらあげ　とりももこまにく ぶなしめじ　ごぼう　さやいんげん さんおんとう　しろごま　あぶら

みたらしだんご こうやどうふ こんにゃく さといも　しらたま　でんぷん

むぎごはん ぎゅうにゅう とりのからあげ ねぎソースがけ ぎゅうにゅう　とりももにく にんにく　しょうが　ばんのうねぎ こめ　おおむぎ　でんぷん

きのこのソテー あぶらあげ　しろみそ えのきたけ　ぶなしめじ　エリンギ あぶら　さんおんとう　ごまあぶら

かぼちゃいりみそしる たまねぎ　かぼちゃ　こまつな　ねぎ バター　じゃがいも　オリーブゆ

むぎごはん ぎゅうにゅう マーボーどうふどんのぐ ぎゅうにゅう　ぶたひきにく にんにく　たまねぎ　にんじん こめ　むぎ　あぶら

なめこのちゅうかたまごスープ とうふ　あかみそ　とりこまにく たけのこ　ほししいたけ　ねぎ　にら さんおんとう　ごまあぶら

たまご はくさい　なめこ　ばんのうねぎ でんぷん

うどん ぎゅうにゅう きのこうどんのつゆ ぎゅうにゅう　とりももこまにく にんじん　ねぎ　まいたけ うどん　さつまいも

火 さつまいもとえびのかきあげ えび　たまご　あぶらあげ ほししいたけ　こまつな　ほんしめじ はくりきこ　あぶら

えのきたけ　ねみつば　たまねぎ

むぎごはん ぎゅうにゅう やきさば ぎゅうにゅう　まさば　 キャベツ　だいこん　にんじん こめ　むぎ　さんおんとう

やさいのコンコンあまずあえ あぶらあげ　とうふ しいたけ　ばんのうねぎ しろごま　さといも　あぶら

けんちんじる ごぼう　

むぎごはん ぎゅうにゅう とりのみそふうみやき ぎゅうにゅう　とりももにく ねぎ　キャベツ　きゅうり こめ　むぎ　しろごま

木 わかめサラダ わかめ　しろみそ だいこん　にんじん　まいたけ さんおんとう　あぶら

きりたんぼじる ばんのうねぎ ごまあぶら　きりたんぽ

きなこあげパン ぎゅうにゅう とりにくのキャベツのスープ ぎゅうにゅう　きなこ にんじん　キャベツ　こまつな ツイストパン　あぶら

金 ポテトサラダ とりこまにく　ウインナー きゅうり さんおんとう　じゃがいも

ノンエッグマヨネーズ
きのこのまぜごはん ぎゅうにゅう まつかさあげ ぎゅうにゅう　あぶらあげ ほししいたけ　ぶなしめじ　まいたけ こめ　こむぎこ　コーンフレーク

12 月 のっぺじる とりむねにく　たまご にんじん　こんにゃく　れんこん あぶら　さといも　でんぷん

なし　１／４ さけ　 ねぎ　なし　ばんのうねぎ

ごはん ぎゅうにゅう さわらのみそづけやき ぎゅうにゅう　さわら　しろみそ こまつな　キャベツ　にんじん こめ　さんおんとう　

13 火 こまつなのごまじょうゆあえ ぶたこまにく　とうふ　たまご はくさい　ばんのうねぎ ごまあぶら　しろごま

むらくもじる でんぷん

ちゅうかめん ぎゅうにゅう とんこつラーメンのつゆ ぎゅうにゅう　やきぶた しょうが　にんにく　にんじん ちゅうかめん　ごまあぶら

14 水 てづくりあげぎょうざ ぶたひきにく　 キャベツ　ばんのうねぎ　にら あぶら　バター　でんぷん

ミニトマト　２こ きくらげ　ミニトマト ぎょうざのかわ

むぎごはん ぎゅうにゅう チキンカレー ぎゅうにゅう　とりももにく にんにく　しょうが　にんじん こめ　おおむぎ　じゃがいも

15 木 かいそうサラダ わかめ　 たまねぎ　ホールトマト　キャベツ はくりきこ　あぶら　

きゅうり　コーン ごまあぶら
むぎごはん ぎゅうにゅう さんまのつつに ぎゅうにゅう　さんま　こんぶ しょうが　ねぎ　こまつな こめ　おおむぎ　じょうはくとう

はくさいとあおなのあえもの とりももにく　あかみそ はくさい　こんにゃく　ぶなしめじ あぶら　さといも　さんおんとう

いもこじる
かつおごはん ぎゅうにゅう もやしのナムル ぎゅうにゅう　かつお しょうが　もやし　きゅうり こめ　あぶら　でんぷん

とんじる わかめ　ぶたこまにく にんじん　ごぼう　だいこん さんおんとう　しろごま

あぶらあげ　あかみそ ねぎ ラーゆ　ごまあぶら　じゃがいも

くろパン ぎゅうにゅう ホワイトシチュー ぎゅうにゅう　とりももこまにく たまねぎ　にんじん　パセリ くろパン　じゃがいも　あぶら

火 やきにくサラダ チーズ　ぶたももこまにく クリームコーン　こんにゃく　 はくりきこ　バター　ごまあぶら

きゅうり　キャベツ　もやし

ごはん ぎゅうにゅう 【黒毛和牛の日】 ぎゅうにゅう　わぎゅうももにく たまねぎ　しらたき こめ　さんおんとう

つゆだくぎゅうどんのぐ とうふ　わかめ　あかみそ だいこん　ねぎ　にんじん

だいこんとわかめのみそしる
むぎごはん ぎゅうにゅう あかうおのしろじょうゆやき ぎゅうにゅう　あかうお きりぼしだいこん　にんじん こめ　むぎ　あぶら

木 きりぼしだいこんのにもの ひじき　さつまあげ　なまあげ さやえんどう　ほんしめじ さんおんとう　

ぐだくさんみそしる しろみそ だいこん　こんにゃく　ねぎ

むぎごはん ぎゅうにゅう やきとりどんのぐ ぎゅうにゅう　とりももにく ねぎ　にんじん　だいこん こめ　むぎ　でんぷん

金 しめじとやさいのみそしる とりむねにく　あぶらあげ こんにゃく　ほんしめじ あぶら　さんおんとう

しろみそ さやえんどう　

ぎゅうにゅう とうがんスープ ぎゅうにゅう　ぶたひきにく しょうが　にんにく　ねぎ　にんじん　 ちゅうかめん　ごまあぶら

てづくりぶどうゼリー まめみそ　あかみそ　えび ほししいたけ　たまねぎ　たけのこ さんおんとう　でんぷん

ぶたももにく　かんてん ごぼう　とうがん　ばんのうねぎ あぶら

むぎごはん ぎゅうにゅう とうふハンバーグ きのこソースかけ ぎゅうにゅう　ぶたひきにく たまねぎ　にんじん　ぶなしめじ こめ　むぎ　パンこ

27 火 ブロッコリーのかおりあえ とうふ　たまご　あぶらあげ しいたけ　ブロッコリー　だいこん あぶら　さんおんとう

だいこんとあぶらあげのあかだし あかみそ　はっちょうみそ こまつな でんぷん　ごまあぶら

むぎごはん ぎゅうにゅう ハッシュドポーク ぎゅうにゅう　ぶたももこまにく たまねぎ　にんにく　にんじん こめ　おおむぎ　あぶら

28 水 パリパリサラダ マッシュルーム　トマトピューレ バター　はくりきこ　さんおんとう

ホールトマト　キャベツ　きゅうり ワンタンのかわ　ごまあぶら

むぎごはん ぎゅうにゅう さばのみそに ぎゅうにゅう　まさば ねぎ　しょうが　こまつな こめ　じょうはくとう

29 木 あおなのおかかあえ しろみそ　かつおけずりぶし キャベツ　にんじん　えのきたけ

とうふときのこのすましじる とうふ　 ぶなしめじ　

わかめごはん ぎゅうにゅう あげどうふのにくみそがけ ぎゅうにゅう　わかめ ばんのうねぎ　ごぼう　にんじん こめ　でんぷん　あぶら

30 金 かしわじる とうふ　とりひきにく　あかみそ こんにゃく　はねぎ　かき さんおんとう　しろごま

かき　１／４ とりももこまにく　 さといも　やきふ

ぎゅうにゅう コーンとキャベツのサラダ ぎゅうにゅう　ベーコン にんにく　たまねぎ　にんじん　エリンギ スパゲティ　あぶら　

かぼちゃのポタージュ きざみのり　クリーム ぶなしめじ　えのきたけ　まいたけ ごまあぶら　バター　こめ

キャベツ　きゅうり　コーン　かぼちゃ
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☆材料などの都合で、その日の献立が変更になる場合があります。☆献立の内容に応じて、給食室で箸、スプーンまたはフォークを準備します。

★今月の給食費お引き落としは、１０月８日(木)です。　再引き落としは１０月２０日(火)になります。残高のご確認をお願いいたします。

27.7

642

☆ は志木市の「おいしく減塩！減らソルトプロジェクト」のロゴマークです。
毎月塩分が一番低い献立の日にこのマークでお知らせしています。

塩分1.5g
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