
11月 　給食献立表

2022年度 滝川市教育委員会　学校運営課  2グループ（滝川第一・滝川第三小学校/明苑・江陵中学校）
赤の食品 緑の食品 黄の食品 調味料

主に体を作る 主に体の調子を整える 主に力や熱のもとになる
たんぱく質、無機質を多く含む カロテン、ビタミンCを多く含む 炭水化物、脂肪を多く含む

1(火) ごはん 米　強化米

根こんマーボー
絹厚揚げ　豚肉 れんこん　大根　人参　

長ねぎ　生姜　にんにく
つきこんにゃく

キャノーラ油　砂糖　
でん粉

酒　醤油　赤みそ　
トウバンジャン

シューマイ シューマイ

もやしのソテー
もやし　枝豆 キャノーラ油 食塩　こしょう　

中華スープの素
2(水)

鶏めし
鶏肉　ひじき 生姜　ごぼう　しいたけ 米　強化米　

キャノーラ油
酒　醤油　食塩　煮干しだし

白玉のみそ汁 豆腐　油揚げ 大根　人参　長ねぎ 白玉もち みそ　煮干しだし
炒り豆腐包み焼き 炒り豆腐包み焼き
キャベツとさつま揚げの炒めもの さつまあげ キャベツ　人参 キャノーラ油　砂糖 醤油

4(金) ごはん 米　強化米

ゴロゴロポトフ
豚肉 大根　人参　ごぼう　

しいたけ　ブロッコリー
キャノーラ油　砂糖 野菜ブイヨン　醤油　酒　

食塩
アンサンブルエッグ アンサンブルエッグ

マカロニソテー
ツナ水煮 玉ねぎ　人参　ピーマン　

にんにく
マカロニ　
キャノーラ油　
エッグケアマヨネ－ズ

野菜ブイヨン　食塩　
こしょう

7(月) ごはん 米　強化米

パンプキンポタージュ
牛乳　生クリーム かぼちゃ　玉ねぎ 発酵バター 野菜ブイヨン　食塩　

こしょう

豆腐ハンバーグのデミソースがけ
野菜豆腐ハンバーグ 砂糖 デミグラスソース　

ケチャップ　中濃ソース　
赤ワイン　こしょう

千切り野菜のソテー
キャベツ　人参　もやし　
ぶなしめじ

キャノーラ油 醤油　食塩　こしょう　
野菜ブイヨン

8(火)

かみかみ丼

豚肉 エリンギ水煮　人参　
ピーマン　ごぼう　
きくらげ　
つきこんにゃく

米　強化米　
キャノーラ油　砂糖　
ごま

醤油　みそ　酒　
トウバンジャン

いい歯の日
給食 三色ボールのみそ汁

わかめ　油揚げ
三色すり身ボール

だいこん　ごぼう　
長ねぎ

みそ　煮干しだし

ベビーチーズ チーズ
9(水)

カレーミートスパゲティ

豚肉　大豆　
大豆ミート　粉チーズ

玉ねぎ　マッシュルーム　
ピーマン　人参　
にんにく

スパゲッティー　
キャノーラ油
発酵バター　砂糖

カレールウ　カレ―粉　
野菜ブイヨン　食塩　
ケチャップ　中濃ソース　
こしょう　醤油

フルーツサワークリーム
ホイップクリーム　
ヨ―グルト

パイン　白桃　みかん

10(木) ごはん 米　強化米

あいがも五目汁
あいがも肉　豆腐 ごぼう　人参　だいこん　

玉ねぎ　こんにゃく　
長ねぎ

じゃがいも　
キャノーラ油

醤油　煮干しだし

地産地消の日
滝川さつまいもコロッケ

さつまいもコロッケ
キャノーラ油

りんご りんご
11(金) ごはん 米　強化米

ミートボールの中華煮
ミートボール　
糸かまぼこ

玉ねぎ　人参　竹の子　
小松菜　しいたけ　生姜

じゃがいも　ごま油　
でん粉

中華スープの素　
とりがらスープ　醤油　
みそ　みりん

ぎょうざ ぎょうざ
鶏ささみのさっぱりサラダ 鶏ささみ　かつお節 きゅうり　キャベツ 砂糖　ごま 醤油　穀物酢

14(月) ごはん 米　強化米

みそけんちん汁
鶏肉　豆腐　油揚げ 人参　ごぼう　大根　

長ねぎ
昆布だし　かつおだし　
みそ

たれ付き肉だんご 肉団子
ちくわと小松菜の塩昆布あえ 焼きちくわ　塩こんぶ 小松菜　白菜 ごま　ごま油

15(火)

海鮮あんかけチャーハン

卵　ほたてがい　いか　
えび　かに風味かまぼこ

チンゲン菜　人参　白菜　
竹の子　しいたけ　生姜

米　強化米　砂糖　
でん粉　ごま油

五目チャーハンの素　
とりがらスープ　食塩　酒
醤油　オイスターソース　
こしょう

ワンタンスープ
ハム 玉ねぎ　メンマ　白菜　

ぶなしめじ　長ねぎ
ウェーブワンタン 醤油　中華スープの素　

とりがらスープ　食塩　
こしょう

ミニフィッシュ ミニフィッシュ
16(水) コッペパン コッペパン

白菜のクリームシチュー
鶏肉　牛乳　生クリーム　
粉チーズ

玉ねぎ　人参　白菜　
マッシュルーム

じゃがいも　
キャノーラ油　小麦粉　
発酵バター

とりがらスープ　食塩　
こしょう　白ワイン　
野菜ブイヨン

ボイルウインナー ポークウインナー

ブロッコリーとチーズのサラダ
チーズ ブロッコリー　

ホールコーン　枝豆
野菜いっぱいドレシング

17(木) ごはん 米　強化米

中華風千切り野菜のスープ
豚肉 生姜　竹の子　人参　

しいたけ　白菜　長ねぎ
でん粉　ごま油 酒　醤油　とりがらスープ

食塩　こしょう　
中華スープの素

チヂミ チヂミ　キャノーラ油

野菜チャプチェ
鶏肉 しいたけ　にら　人参　

もやし　たもぎ茸水煮　
生姜　にんにく

春雨　ごま油　砂糖 醤油　酒　食塩　こしょう

アーモンド ア―モンド

日(曜) 献立
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18(金) ごはん 米　強化米

野菜たっぷりコンソメスープ
ベーコン　大豆 キャベツ　玉ねぎ　人参　

パセリ
とりがらスープ　
野菜ブイヨン　醤油　
食塩　こしょう

鶏肉とじゃがいもの
オーロラソース

鶏肉 生姜　ピーマン　
ぶなしめじ

でん粉　キャノーラ油　
じゃがいも　砂糖

みりん　醤油　ケチャップ　
みそ

21(月) パセリごはん パセリ 米　強化米 食塩

ポテトトマトソース煮

ベーコン　生クリーム 玉ねぎ　ピーマン　
マッシュルーム　
にんにく　
トマトジュース

いももち　発酵バター ケチャップ　食塩　
こしょう　野菜ブイヨン

若鶏のハーブステーキ 若鶏ハーブステーキ

キャベツと卵のソテー
卵 キャベツ キャノーラ油 野菜ブイヨン　食塩　

こしょう
22(火) ごはん 米　強化米

中華卵スープ
ベーコン　卵 長ねぎ　白菜　人参　

ほうれん草
でん粉　ごま油 とりがらスープ　醤油　

中華スープの素　食塩　
こしょう

春巻き 春巻 キャノーラ油

中華風炒めもの
豚肉 キャベツ　人参 じゃがいも　

キャノーラ油
醤油　オイスターソース　
中華スープの素

24(木) ごはん 米　強化米

石狩汁
鮭　豆腐 こんにゃく　だいこん　

人参　長ねぎ　生姜
じゃがいも 食塩　酒　みそ　醤油　

昆布だし　かつおだし
和食の日給食 厚焼き卵 厚焼き卵

キャベツのおかか煮 焼きちくわ　かつお節 キャベツ　ぶなしめじ みりん　醤油
ヨーグルト ヨーグルト

25(金) わかめごはん わかめ 米　強化米

のっぺい汁
鶏肉　豆腐　油揚げ 大根　人参　長ねぎ　

しいたけ　こんにゃく
さといも　でん粉 醤油　酒　食塩　

かつおだし　昆布だし
あじフライ あじフライ キャノーラ油

きくらげのきんぴら
さつまあげ きくらげ　人参　ごぼう　

さやいんげん
ごま油　砂糖　ごま 醤油　みりん

28(月)

ホイコーロー丼

豚肉 人参　キャベツ　長ねぎ　
ピーマン　もやし　生姜　
にんにく

米　強化米　砂糖　
ごま油　キャノーラ油　
でん粉

コチュジャン　
テンメンジャン　
オイスターソース　醤油　
酒　トウバンジャン

中華スープ
ハム チンゲン菜　もやし　

白菜　長ねぎ
春雨 醤油　中華スープの素　

こしょう　とりがらスープ
紫いもチップス 紫いもチップス

29(火) ごはん 米　強化米
じゃがいもとわかめのみそ汁 わかめ　油揚げ えのきたけ　長ねぎ じゃがいも みそ　煮干しだし
いわしのしょうが煮 いわししょうが

ひじきの五目煮
ひじき　大豆　
さつまあげ

ごぼう　さやいんげん　
人参　しいたけ

キャノーラ油　砂糖 醤油　酒　みりん

30(水)

長いもカレーライス
豚肉　脱脂粉乳 玉ねぎ　人参　

プルーンピューレ　
にんにく　生姜

米　大麦　強化米　
ながいも　発酵バター

カレールウ　
ウスターソース　
ケチャップ

菜園ソテー
カリフラワー　
ブロッコリー

キャノーラ油 食塩　こしょう　
野菜ブイヨン

今月の平均栄養量(小学校)　635Kcal　　たんぱく質　24.7ｇ　　脂質　19.3ｇ　　食塩　2.6ｇ
今月の平均栄養量(中学校)　781Kcal　　たんぱく質　29.9ｇ　　脂質　22.5ｇ　　食塩　3.3ｇ
〇牛乳は毎日つきます。物資の都合等により、献立を変更する場合がありますのでご了承ください。


