
栄養価

２群 ３群 ６群 エネルギー
（kcal）

牛乳・小魚・海藻 緑黄色野菜 油脂類 たんぱく質
（ｇ）

5(水) 麦ご飯 納豆 彩の国納豆 牛乳 にんじん しょうが たまねぎ （しらたき） 精白米 じゃがいも 植物油

塩肉じゃが 豚肉 のり こねぎ にんにく キャベツ りょくとうもやし 強化米 （ひまわり油）

こまつな 米粒麦 ごま油

6(木) さんまごはん さんま 豚肉 牛乳 にんじん しょうが ごぼう だいこん 精白米 でん粉 菜種油

★ 米みそ（赤） 木綿豆腐 こまつな しめじ 長葱 キャベツ 強化米 きび糖 植物油

秋の献立 なめ茸あえ 米みそ（白） りょくとうもやし えのきたけ さといも

7(金) 麦ご飯 白糸たらのごま味噌かけ 白糸たら 京桜みそ（赤） 牛乳 にんじん だいこん （こんにゃく） 長葱 精白米 さといも 植物油

旨塩キャベツ 鶏肉 木綿豆腐 ほうれんそう ごぼう にんにく キャベツ 強化米 でん粉 菜種唯

米粒麦 三温糖 ごま油

すりごま（白）

11(火) きつね丼 鶏卵 ひよこ豆 牛乳 ほうれんそう たまねぎ 干ししいたけ だいこん 精白米 さつまいも 植物油

（麦ご飯） 油揚げ かえり煮干し 長葱 しょうが きゅうり 強化米 でん粉 菜種油

浅漬け たけのこ 米粒麦 はちみつ いりごま（黒）

三温糖

12(水) 麦ご飯 生揚げ 豚肉 牛乳 にんじん たまねぎ しょうが キャベツ 精白米 三温糖 植物油

米みそ（白） わかめ さやいんげん みかん 強化米 じゃがいも

和風サラダ こまつな 米粒麦 小麦粉

果物（みかん）

13(木) ツナコーンピラフ ツナ水煮 さけ 牛乳 にんじん たまねぎ ホールコーン にんにく 精白米 でん粉 バター

鶏肉 パルメザンチーズ セロリー キャベツ りんご 強化米 米粉 植物油

豆と大麦のスープ 白いんげん豆 大麦 三温糖 菜種油

果物（りんご）

14(金) 麦ご飯 さば 米みそ（赤） 牛乳 にんじん 長葱 ごぼう だいこん 精白米 でん粉 植物油

豚肉 生揚げ きゅうり キャベツ ゆかり 強化米

ゆかりあえ 米粒麦

沢煮椀

17(月) スタミナ肉うどん 豚肉 牛乳 にんじん にんにく 長葱 たまねぎ うどん 三温糖 植物油

ししゃも チンゲンサイ ホールコーン りょくとうもやし でん粉 パン粉 菜種油

わかめ にら いりごま（白）

こまつな ごま油

18(火) 麦ご飯 じゃが芋の肉味噌かけ 豚肉 大豆 牛乳 にんじん たまねぎ キャベツ グリンピース 精白米 じゃがいも 植物油

京桜みそ（赤） 鶏肉 こまつな 干ししいたけ 糸みつば りょくとうもやし 強化米 三温糖 すりごま（白）

かまぼこ 鶏卵 米粒麦 でん粉

ごまあえ

19(水) 栗ご飯 さんまの生姜煮 さんま（筒切り） 鶏肉（小間） 牛乳 にんじん 長葱 しょうが だいこん 精白米 じゃがいも 栗

★ 昆布 （こんにゃく） しめじ 強化米 三温糖 植物油

秋の献立 おろし汁 もち米

20(木) キムタクチャーハン 卵焼き（かに玉風） 豚肉 木綿豆腐 牛乳 にんじん はくさいキムチ たまねぎ 長葱 精白米 でん粉 ごま油

鶏肉 鶏卵 こまつな たくあん たけのこ 干ししいたけ 強化米 はるさめ 大豆油

肉団子と春雨のスープ かに風味かまぼこ　　　　 三温糖 植物油

21(金) 和風きのこスパゲッティ ひじきのマリネ ベーコン 鶏卵 牛乳 にんじん にんにく 生しいたけ きゅうり スパゲッティ 三温糖 オリーブ油

★ 豚肉 豆乳 のり 青ピーマン たまねぎ エリンギ だいこん 小麦粉 さつまいも バター

秋の献立 ナッツ入りさつまいも蒸しパン いか ひじき しめじ でん粉 アーモンド

24(月) クロックムッシュ ブイヤベース ボンレスハム むきえび 牛乳 にんじん セロリー ホールコーン きゅうり 食パン 小麦粉 バター

★ あさり たら プロセスチーズ さやいんげん たまねぎ にんにく きび糖 オリーブ油

フランス マセドアンサラダ いか ヨーグルト 赤ピーマン （サフラン ブーケガルニ フェンネル） マヨネーズ

料理 トマト

25(火) ソイ丼（麦ご飯） 青のりポテト だいず 豚レバー 牛乳 にんじん キャベツ りょくとうもやし 精白米 カレールウ 植物油

豚肉 あおのり 赤ピーマン 強化米 （小麦粉） いりごま（白）

ごまおかかあえ こまつな 米粒麦 三温糖

ほうれんそう じゃがいも

26(水) ノギ屋の弁当風鳥飯 タンダの山菜鍋 鶏肉 豚肉 牛乳 こまつな はくさい ごぼう 山菜 精白米 三温糖 植物油

★ （麦ご飯） 米みそ（赤） にんじん 長葱 たまねぎ たもぎたけ 強化米 ねりごま（白）

図書コラボ おひたし 干ししいたけ ぜんまい しめじ 米粒麦

給食 しょうが りょくとうもやし

27(木) アーモンドチョコパン マンハッタンクラムチャウダー ベーコン あさり 牛乳 にんじん にんにく たまねぎ きゅうり 強力粉 三温糖 アーモンド

★ ヨーグルト トマト ホールコーン セロリー キャベツ 小麦粉 チョコレート オリーブ油

給食室 コーンサラダ 青ピーマン はちみつ 植物油

手作りパン ヨーグルト パセリ

28(金) みそラーメン 手作りしゅうまい 豚肉 牛乳 にんじん にんにく たまねぎ りょくとうもやし 中華麺 しゅうまいの皮 植物油

★ 　　（２個） 米みそ（赤） わかめ しょうが ホールコーン 長葱 でん粉 三温糖 ごま油

給食室 中華和え 干ししいたけ だいこん キャベツ

手作り

31(月) チリドッグ チリドック（具） ウインナー だいず 牛乳 にんじん にんにく たまねぎ クリームコーン コッペパン ハヤシルウ 植物油

（コッペパン） かぼちゃの豆乳ポタージュ 牛肉 鶏肉 プロセスチーズ ホールトマト みかん 砂糖 （小麦粉） オリーブ油

白花豆 豆乳 かぼちゃ

果物（みかん） あさつき

４００ｇ １００ｇ ２５ｇ 男子

４００ｇ １００ｇ ２０ｇ 女子

１学年 ２学年 ３学年 エネルギー たんぱく質

１０月回数 18回 18回 18回 802 32.7

累計 100回 103回 102回 kｃａｌ ｇ
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穀類・いも・砂糖
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５群

749

日(曜)
献立名 主な食品

平均
栄養量

・献立は都合により変更になることがありますので、ご了承ください。

・料理の作り方や、食材料の産地、加工食品の食材料等を知りたい方は,  栄養教諭までお問い合わせください

魚・肉・卵・豆
４群

その他の野菜・果物
１群

鮭のＢＢＱソース

鯖のねぎ味噌焼き

ししゃも磯辺フライ（２本）

小松菜とわかめのサラダ

茶碗蒸し

根菜汁

小魚入りコロコロ大学

生揚げとじゃが芋のカレー煮

令和4年

お か ず主食 牛乳

けんちん汁

磯香あえ

１日に必要な食品群別摂取量のめやす（上段男子・下段女子）

３３０ｇ ４００ｇ ７００ｇ

３００ｇ ４００ｇ ６５０ｇ

給食の栄養量）は男女平均です。浦和中は男女別で配膳をしてい

ますので、ごはんの量を変えています。おかずの量はほぼ同じで

す。（特に副菜は同量です。）

～今月の献立より～

２４日（月）ツールドフランス記念給食

【クロックムッシュ・牛乳・ブイヤベース・マセドアンサラダ】

１１月６日（日）、さいたま新都心周辺を舞台として、国際自転車競技大会「２０２２ツール・ド・フランスさいたまクリテリウム」が開催されます。

外国の食文化に触れるよい機会ですので、今月の給食にはフランス料理を取り入れています。

クロックムッシュ

「食べるとカリカリと音がする」ことから、この名前がついたといわれる「クロックムッシュ」。 フランス語で、「カリカリとかじる紳士」というような意味があり、とてもユニークな名前のトーストです。

パンに、給食室で作ったホワイトソースにハムとチーズをのせて焼きます。

ブイヤベース

南フランス地方の郷土料理で世界三大スープにも数えられています。地元でとれた魚介類をたっぷりと使い、にんにくやサフラン、ブーケガルニ、トマトなどを大鍋で煮込んだものです。

給食でもサフラン、香辛料、野菜、トマトを魚介類と煮込んでスープにします。

マセドアンサラダ

「マセドアン」とは、角切りのことです。じゃがいも、きゅうりなど材料を角切りにしたサラダです。 ２６日（水）図書館コラボ給食 精霊の守り人からの料理を給食で再現してみました。


