
令和４年度

10月　よていこんだてひょう
こんげつのもくひょう　「のこさずたべよう」
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654 22.1 15.4 1.7

○

月 813 26.1 17.1 2.0
674 31.0 23.8 2.5

○

火 826 36.9 27.7 3.1

613 25.1 27.5 2.7

○

水 782 30.3 36.1 3.5
720 27.0 22.2 1.6

○

木 872 31.9 24.3 1.8
658 27.8 24.6 1.9

○

金 816 35.0 22.1 2.2

600 31.4 14.9 2.2

○

火 757 37.4 16.5 2.7
662 32.4 26.0 2.5

○

水 838 40.1 31.6 3.2
633 31.3 18.9 2.1

○

木 792 37.4 21.4 2.4
615 29.9 16.4 2.4

○
金 768 35.5 18.4 2.8

615 26.4 16.1 2.1

○

月 769 31.3 18.0 2.4
638 28.7 23.9 2.4

○

火 792 34.9 28.5 3.0
679 21.0 14.5 2.0

○
水 835 24.8 16.0 2.3

583 21.4 16.5 1.7

○

木 787 28.0 19.5 2.3
667 25.1 20.7 2.3

○

金 828 29.7 23.4 2.7
650 32.4 16.0 2.1

○

月 810 38.5 17.8 2.5
689 24.9 25.5 3.2

○

火 819 28.9 29.8 3.9
642 22.6 16.6 1.7

○

水 790 26.2 18.4 2.0
654 29.5 18.6 2.2

○

木 807 34.4 20.6 2.6
656 24.5 28.7 2.1

○

金 723 27.8 30.8 2.4
705 28.7 23.7 2.8

○

月 877 34.2 27.7 3.6

小学校平均値 650 27.2 20.5 2.2

小学校基準値 ## 21.1～
32.5

21.7～
14.4

2.0
未満

中学校平均値 804 32.4 23.3 2.7

中学校基準値 ## 27.0～
41.5

18.4～
27.6

2.5
未満

◎記載されている小学校の栄養価は中学年対象です。

◎都合により献立が変更になる場合があります。ご了承ください。

家庭数配布　2022.10

今月の千葉県産・白井市産の食材

こめ・牛乳・ぶたにく・さつまいも・ほうれんそう
こまつな・かぶ・キャベツ・きゅうり・もやし

もとになる食品
しょくひん

白井市
しろいし

学校
がっこう

給食
きゅうしょく

センター  TEL 047-492-1081
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整
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牛乳　ぶたにく　とうふ
わかめ

にんじん　えのき　しらたき
はくさい　ながねぎ　きゅうり
もやし

こめ　あぶら　みずあめ
さつまいも　ごま
さとう

4 コッペパン　ポークビーンズ
パンプキングラタン
あおなのソテー　ハニーヨーグルト

牛乳　ベーコン　ぶたにく
ウインナー　ヨーグルト
だいず

にんにく　しょうが　たまねぎ
にんじん　えだまめ　トマト
コーン　こまつな　エリンギ
かぼちゃ

パン　あぶら　じゃがいも
しろいんげんまめ　さとう
オリーブオイル　こむぎこ

3 ごはん　すきやきふうに
だいがくいも
きゅうりとわかめのすのもの

5 カレーうどん　ちくわのいそべてん
きりぼしだいこんとツナのごまマヨサラダ
むしケーキ

牛乳　ぶたにく　なると
ちくわ　ツナ　あおさ

たまねぎ　ながねぎ　こまつな
きりぼしだいこん　きゅうり
にんじん

うどん　ルウ　さとう
あぶら　マヨネーズ
ごま　むしケーキ

6 ごはん　かじょうどうふ
むらさきいももち
はるさめサラダ

牛乳　トウバンジャン
ぶたにく　みそ
きぬあげ　えび　ハム

しょうが　たまねぎ　にんじん
たけのこ　しいたけ　はくさい
もやし　きゅうり

こめ　あぶら　さとう
でんぷん　ごまあぶら
むらさきいも　さつまいも
はるさめ　ごま

7 ごはん　かまぼこのすましじる
さばのスタミナやき
キャベツときゅうりのとさあえ　りんご

牛乳　とりにく　とうふ
かまぼこ　さば
かつおぶし

だいこん　えのき　こまつな
しょうが　キャベツ　きゅうり
りんご　にんにく

こめ　さとう
ごま　ごまあぶら

11
ごはん　とうふとえのきのみそしる
とりにくのしおこうじやき
あきやさいのにもの
こんぶとまっちゃのふりかけ(中)

牛乳　とうふ　わかめ
みそ　とりにく　ぶたにく

たまねぎ　もやし　えのき
にんにく　にんじん　れんこん
えだまめ　しめじ

こめ　ごまあぶら
あぶら　さといも
さとう
ふりかけ

☆　給食費（10月分）の引き落とし日は10月11日です。通帳の残高と引き落とし金額をご確認ください。　☆

14 げんまいいりごはん　わかめスープ
ビビンバ(にくのいために・ナムル)

牛乳　とりにく　たまご
わかめ　ぶたにく　みそ
とうふ　トウバンジャン

たまねぎ　にんにく　しょうが
こまつな　もやし　にんじん

こめ　げんまい　ごま
ごまあぶら　さとう

12 しょくパン　まめポタージュ
ハンバーグデミグラスソース
ブロッコリーのアーモンドあえ

牛乳　ベーコン
スキムミルク
とりにく　ぶたにく

たまねぎ　エリンギ　パセリ
ブロッコリー　こまつな
コーン

パン　バター　こめこ
しろいんげんまめ
なまクリーム　さとう
アーモンド　あぶら

13
★かみかみこんだて★
ごはん　ちゅうかふうにくだんごスープ
あじのあげに
チンゲンサイといかのピリからいため

牛乳　とりにく　あじ
だいずミート　いか
ぶたにく　トウバンジャン

にんじん　はくさい　たけのこ
ながねぎ　きくらげ　にんにく
しょうが　チンゲンサイ
たまねぎ

こめ　はるさめ
ごまあぶら　あぶら
さとう　でんぷん

17
げんまいいりごはん
ほたていりかいせんはっぽうさい
ちゅうかふうたまごのあまずあんかけ
くきわかめのナムル

牛乳　ぶたにく　なると
ほたて　えび　たまご
くきわかめ

にんじん　たけのこ　しいたけ
はくさい　たまねぎ　しょうが
さやいんげん　ながねぎ
チンゲンサイ　もやし

こめ　げんまい　ごま
ごまあぶら　さとう
あぶら　でんぷん
ドレッシング

18 コッペパン　ミルクスープ
さくらますのタルタルフライ　にんじんサラダ
やさいとくだものゼリー

牛乳　とりにく　ベーコン
スキムミルク　さくらます
ツナ

にんじん　たまねぎ　しめじ
ほうれんそう　パセリ　コーン
きゅうり

パン　じゃがいも
バター　パンこ　さとう
ごま　ゼリー

にんにく　たまねぎ　にんじん
セロリ　トマト　パセリ
りんご　キャベツ
ほうれんそう

ペンネ　ルウ　こむぎこ
オリーブオイル
マーガリン　あぶら
さとう　ミルメーク

19 むぎごはん　チキンカレー
キャベツサラダ
レモンゼリー

牛乳　とりにく しょうが　にんにく　たまねぎ
にんじん　グリンピース
キャベツ　コーン　きゅうり

こめ　おおむぎ　ゼリー
あぶら　じゃがいも
ルウ　こめこ　ドレッシング

20 ごはん　こんさいキムチじる
やきぎょうざ
バンバンジーサラダ　チーズ（中）

牛乳　ぶたにく　とうふ
あぶらあげ　みそ
とりにく　チーズ(中)

だいこん　にんじん　ごぼう
ながねぎ　こんにゃく　はくさい
キャベツ　にら　もやし　きゅうり

こめ　あぶら　さといも
こむぎこ　ごま
ごまあぶら

21
ごはん　もずくのかきたまじる
おからコロッケ
さといものそぼろに
きょほう・シャインマスカット

牛乳　とりにく　もずく
とうふ　たまご　おから
ぶたにく

たまねぎ　しいたけ
チンゲンサイ　しょうが
きょほう　シャインマスカット

こめ　でんぷん
じゃがいも　あぶら
さといも　さとう
パンこ

24 ごはん　さつまじる
とりそぼろどんのぐ
ほうれんそうのわふうサラダ

牛乳　ぶたにく　みそ
とりにく　だいず　のり

ごぼう　だいこん　ながねぎ
こまつな　しょうが　にんじん
えだまめ　ほうれんそう　えのき

こめ　さつまいも
あぶら　さとう

31
★ハロウィンこんだて★
バレンシアピラフ　かぶのポトフ
はちみつチキン
ゆではなやさい　かぼちゃプリン

牛乳　とりにく
ウインナー

たまねぎ　にんじん　キャベツ
かぶ　パセリ　しょうが
ブロッコリー　カリフラワー
コーン

こめ　あぶら　はちみつ
ドレッシング
プリン

牛乳　ぶたにく キャベツ　にんじん　もやし
たまねぎ　しょうが　たけのこ
にら　ブロッコリー　コーン

ちゅうかめん　あぶら
はるさめ　こむぎこ
ドレッシング

26 ごはん　トマトハヤシ
コールスローサラダ
ヨーグルト

牛乳　ぶたにく
ヨーグルト

にんにく　しょうが　たまねぎ
にんじん　しめじ　トマト
グリンピース　キャベツ　コーン
きゅうり

こめ　あぶら　ルウ
じゃがいも
ドレッシング

25
★おはなしこんだて★
絵本【やきそばんばん】より
やきそば　はるまき
ブロッコリーとコーンのサラダ　パンダパン

27 ごはん　さといもとながねぎのみそしる
さんまのしょうがに　ひじきのいりに
なっとう

牛乳　あぶらあげ　みそ
さんま　ぶたにく　なっとう
ひじき　さつまあげ

ながねぎ　にんじん
こんにゃく　えだまめ

こめ　さといも　さとう
あぶら

28
★おはなしこんだて★
絵本【アップルパイをつくりましょ】より
ペンネボロネーゼ　アップルパイ
ツナポパイサラダ　ミルメーク

牛乳　ぶたにく
だいずミート　チーズ
スキムミルク　ツナ

＜保護者の方へ＞

・使用する食材について相談がある場合は、学校または給食センターまでご連絡ください。

・予定献立表とアレルゲン配合表（参考）、食材産地は市のHPでご覧いただけます。

・揚げ油は複数回使用するので、以前使用した食材のアレルゲンを含む場合があります。

・学校生活や学校給食に関する取り組み方針を定めた

「白井市公立小中学校における食物アレルギー対応の基本方針」を策定しています。

詳しくは市のHPをご覧ください。

「写真で見る給食」も掲載していますので右側のQRコードからご覧ください。

ごはんにかけてたべよう♪

新メニューです♪

新メニューです♪

旬の果物です♪

低学年の皆さんは特

によく噛んでたべま

しょう。


