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１１月の給食献立表 平成２３年１０月３１日

相模原市立谷口小学校

ざいりょうとおもなはたらき エネル た ん ぱ 家庭で こんだて
日 主食 ルギー く質 補いた

おかず 血や肉や 熱や力の 体の調子を 脂質 食 塩 相 い食品 メ モ
曜 牛乳 骨をつくる もとになる ととのえる 当量

１ うめちり だいずとひじきの 牛乳ぶたにく だいず こめ むぎ にんじん だいこん 694.0 24.1 大豆とひじき
ごはん かきあげ たまご とうふ さつまいも みつば ながねぎ 種実類 の か き 揚 げ

けんちんじる のり ひじき こむぎこ あぶら うめ ごぼう みかん (１日)はひじ
火 牛 乳 みかん ちりめんじゃこ さといも さがみグリーン 20.1 2.3 き、大豆、人

参、三つ葉、
２ ソフト ポトフ 牛乳 ベーコン パン じゃがいも にんじん たまねぎ 735.0 31.2 さつまいもが
フランスパン まぐろの まぐろ(魚) でんぷん さとう パセリ キャベツ 海藻類 具で、衣は小

ケチャップあえ ウィンナーソーセ－ジ あぶら コーン みかん なし 麦粉、卵、塩、
水 牛 乳 フルーツあえ りんご おうとう 27.2 3.1 牛 乳 で つ く

り、かき揚げ
４ バターライス えびのオーロラソース 牛乳 ベーコン こめ じゃがいも ブロッコリー パセリ 670.0 23.8 にします。

ブロッコリーの えび 脱脂粉乳 こむぎこ バター たまねぎ カリフラワー 豆 類
金 牛 乳 ホットサラダ あぶら マーガリン マッシュルーム コーン 23.9 2.2 ささかまぼこ

のかわり揚げ
７ ★ ごはん さといもといかのにもの 牛乳 とりにく ごはん さといも にんじん こまつな 637.0 32.6 (７日)は小麦

むらくもじる とうふ たまご さとう でんぷん だいこん パセリ 果 物 粉を人参のす
月 牛 乳 ささかまぼこのかわりあげ いか ささかまぼこ ごま あぶら 17.4 2.7 りおろしと水

で溶き、黒ご
８ ロールパン スパゲティ 牛乳 ぶたにく パン あぶら にんじん たまねぎ 715.0 26.6 まとパセリを

ミートソース 粉チーズ スパゲティ パセリ ほうれんそう さかな 加えた衣をつ
ほうれんそうと もやし マッシュルーム け油で揚げて

火 牛 乳 コーンのソテー コーン 24.4 2.9 つくります。

９ きんぴら ししゃものからあげ 牛乳 ぶたにく こめ さとう にんじん だいこん 624.0 25.7 きんぴらごは
ごはん のっぺいじる とりにく ちくわ でんぷん ながねぎ ごぼう 海藻類 ん(９日)はご

みかん とうふ あぶらあげ さといも あぶら さがみグリーン ぼう、しらた
水 牛 乳 ししゃも ごま みかん 19.8 2.8 き、豚肉、人

参をごま油で
10 コッペパン きのことまめの 牛乳 とりにく パン じゃがいも にんじん たまねぎ 697.0 30.1 炒め、醤油、

シチュー しろいんげんまめ こむぎこ あぶら パセリ しめじ 砂糖、酒、塩
ごまドレッシング ベーコン 脱脂粉乳 マーガリン ごま しいたけ 果 物 で 味 付 け を

サラダ 粉チーズ ハム マッシュルーム し、きんぴら
木 牛 乳 ソフトチーズ ソフトチーズ キャベツ 27.6 3.4 をつくり、米

と一緒に炊い
11 ★ ごはん ホキのごまフライ 牛乳 ホキ(魚) ごはん こむぎこ にんじん ながねぎ 633.0 25.5 て、ごまを加

もやしスープ ぶたにく パン粉 でんぷん もやし たけのこ いも類 えた炊き込み
ドライプルーン ごま あぶら ニラ しいたけ ごはんです。

金 牛 乳 プルーン 20.2 2.5

食にたずさわる人に感謝しましょう 相模原市の郷土料理 石垣だんご

石垣だんごは相模原、厚木などの農家で昔から作り続けられて
いるものです。おじいさん、おばあさんが子どものころ、おやつ
によく食べただんごです。材料が小麦粉とさつまいもなので、腹
持ちがよく、素朴な味です。給食では、作りやすいようにカップ
に詰めて蒸します。

（材料） （１個分） (作り方）
小麦粉 25 g ①さつまいもはさいの目に切

１１月２３日は勤労感謝の日です。この日は (薄力粉) る。
もともと「新嘗祭（にいなめさい)」と言って米 ﾍﾞｰｷﾝｸﾞﾊﾟｳﾀﾞｰ 0.08g ②小麦粉、ﾍﾞｰｷﾝｸﾞﾊﾟｳﾀﾞｰ、砂
などこの年の収穫を神に感謝する日でした。 砂糖 3 g 糖、塩を混ぜ合わせる。
普段何気なく食事をしていますが、その裏に 塩 0.2 g ③②に牛乳を加え、混ぜる。

は、食べ物を育てる人や運ぶ人、料理する人な 牛乳 25 g ④③にさつまいもを加え､ｱﾙﾐｶｯ
ど様々な人の働きがあります。あらためて、毎 さつまいも 20 g ﾌﾟに入れ、１５分位蒸す。
日おいしい食事が食べられることに感謝しまし アルミカップ 1 個
ょう。
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ざいりょうとおもなはたらき エネル た ん ぱ 家庭で こんだて
日 主食 ルギー く質 補いた

おかず 血や肉や 熱や力の 体の調子を 脂質 食 塩 相 い食品 メ モ
曜 牛乳 骨をつくる もとになる ととのえる 当量

14 くろパン まぐろとたまごの 牛乳 まぐろ(魚) パン あぶら にんじん パセリ 669.0 31.6 今月は相模原
ホイルむし たまご ぶたにく マヨネーズ コーン グリンピース 豆 類 市でとれる青

月 牛 乳 やさいスープ ベーコン レタス キャベツ 27.3 3.0 菜のさがみグ
リーンを使用

15 せきはん てづくりさつまあげ 牛乳 ささげ こめ もちごめ にんじん なめこ 636.0 25.0 します。
なめこじる たらすりみ(魚) さとう でんぷん さがみグリーン 海藻類
みかん おから たまご ごま あぶら ながねぎ みかん 鮪と卵のホイ

火 牛 乳 とうふ みそ ひじき 16.5 2.7 ル蒸し(14 日)
は醤油、酒で

16 カレーピラフ ひよこまめのスープ 牛乳 ぶたにく こめ じゃがいも にんじん こまつな 619.0 22.0 下味をつけた
ひよこまめ あぶら バター たまねぎ グリンピース 種実類 鮪の角切りと
ベーコン とりにく コーン みかん りんご ホールコーン

水 牛 乳 ヨーグルトポンチ ヨーグルト おうとう バナナ 14.1 2.4 と茹でたさい
の目切りの人

17 ★ ごはん あげぎょうざ 牛乳 ぶたにく ごはん にんじん こまつな 614.0 24.7 参、グリンピ
とりにく とうふ ぎょうざの皮 キャベツ ながねぎ 果 物 ースと炒り卵
わかめ あぶら たけのこ しいたけ をマヨネーズ

木 牛 乳 わかめスープ ニラ 19.2 2.3 で和え、アル
ミホイルで包

18 ソフトめん カレーなんばん 牛乳 ぶたにく ソフトめん あぶら にんじん たまねぎ 747.0 26.3 んで、蒸して
いしがきだんご あぶらあげ でんぷん こむぎこ さがみグリーン 豆 類 作ります。ご

金 牛 乳 せいようなし さとう さつまいも せいようなし 17.2 1.7 家庭ではカッ
プに詰め、オ

21 ちゅうかふう チンゲンサイスープ 牛乳 ぶたにく こめ でんぷん にんじん たけのこ 635.0 23.8 ーブンで焼い
たきこみ だいず とりにく じゃがいも チンゲンサイ パセリ てもおいしい

ごはん ジャーマンポテト たまご ベーコン あぶら しいたけ ながねぎ さかな です。
きくらげ たまねぎ

月 牛 乳 みかん みかん 21.1 2.3 ソフト麺は保
温してある個

22 しょくパン ドライカレー 牛乳 ぶたにく パン こむぎこ にんじん たまねぎ 683.0 29.8 包 装 の 麺 で
マカロニスープ レンズまめ マカロニ あぶら パセリ マッシュルーム 海藻類 す。自分でカ

火 牛 乳 りんごゼリー ハム じゃがいも コーン りんご 18.2 3.3 レー南蛮の汁
をつけて、食

24 ★ ごはん マーボーどうふ 牛乳 とうふ ごはん さとう にんじん たけのこ 663.0 27.0 べます。
ナムル ぶたにく みそ でんぷん あぶら こまつな ながねぎ いも類
キウイフルーツ ハム ごま しいたけ もやし

木 牛 乳 ニラ キウイフルーツ 19.5 2.0 石垣だんごは
相模原市の郷

25 なめし おでん 牛乳 がんもどき こめ むぎ こまつな にんじん 604.0 25.2 土料理です。
おきあみボール さといも さとう だいこん もやし 果 物
ちくわ うずらたまご あぶら キャベツ

金 牛 乳 もやしのソテー こんぶ ぶたにく 17.5 3.0 パナシオナー
ル(28 日)はカ

28 パナシオナール ようふうかきたまじる 牛乳 ベーコン こめ じゃがいも にんじん パセリ 675.0 22.5 リブ海に浮か
れんこんのﾏﾖﾈｰｽﾞいため きんときまめ でんぷん あぶら こまつな たまねぎ 海藻類 ぶハイチの料

月 牛 乳 みかん たまご ハム マヨネーズ れんこん みかん 23.8 3.1 理で、国の代
表的な料理と

29 にくうどん だいがくいも 牛乳 ぶたにく うどん さつまいも にんじん こまつな 624.0 21.4 い う 意 味 で
チンゲンサイのソテー あぶらあげ ハム さとう あぶら チンゲンサイ さかな す。炒めたベ

火 牛 乳 ミックスナッツ ごま ミックスナッツ ながねぎ エリンギ 28.1 3.2 ー コ ン と 玉
葱、茹でた金

30 ★ ごはん ごぼういりまつかぜむし 牛乳 ぶたにく ごはん パン粉 にんじん こまつな 634.0 30.1 時豆を一緒に
みそしる とうふ わかめ じゃがいも ながねぎ ごぼう 果 物 炊き込んだピ
こまつなとじゃこの ちりめんじゃこ さとう ごま しょうが リ辛味のごは

水 牛 乳 いために かつおぶし みそ あぶら 17.6 2.8 んです。

※★印のごはんは業者が炊いてくるごはんです。 今月の栄養価の平均
※栄養価は中学年のものを示しています。エネルギーは Kcal、
たんぱく質、脂質、食塩相当量はｇです。 エネルギー 660.0Kcal

※物資の都合により献立を一部変更することもあります。 たんぱく質 26.5ｇ
脂質 21.0ｇ
食塩相当量 2.7ｇ
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