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          ☆・・・オーブン献立

※栄養価は「日本食品標準成分表2020年版（八訂）」に基づき算出しています

★予定献立は内容を一部
変更する場合があります
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文部科学省基準 650 21～32.5 20～30 350 25 2.00未満 4.5以上
1.9 2.7 221 0.44 0.48 2011月平均 616 25.1 29 347 78

(μgRAE） (mg) (mg) (mg) (g) (g)
ﾋﾞﾀﾐﾝC 食塩相当量 食物繊維

(kcal） (g) (%) (mg) (mg) (mg) (mg)
ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ ﾋﾞﾀﾐﾝA ﾋﾞﾀﾐﾝB１鉄 亜鉛 ﾋﾞﾀﾐﾝB2栄養価

エネルギー たんぱく質 脂質ｴﾈﾙｷﾞｰ比 ｶﾙｼｳﾑ

砂糖 みりん
冷大根おろし 冷厚揚げ（具入） 塩 こしょう

油 淡口しょうゆ
だし昆布 キャベツ にんじん しょうゆ いりすり白ごま

淡口しょうゆ 削りぶし 砂糖 酢
油 みりん 砂糖 冷豆腐 あたりごま
おおさかしろな にんじん とんかつソース ウスターソ－ス キャベツ にんじん
冷豚肉 はくさい 冷ﾁｷﾝﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ トマトケチャップ かつお（油漬） ホールコーン缶

だし昆布 こしょう 削りぶし
塩 削りぶし 牛乳 塩 みりん しょうゆ
しょうゆ 淡口しょうゆ 中華ブイヨン ホワイトルウ 油 砂糖

たまねぎ 冷にんじん裏ごし にんじん たまねぎ
にんじん 料理酒 冷とうもろこし裏ごし 油 じゃがいも 一口魚菜天

614 24.7

お
か
ず
の
内
容

(

g

)

冷さば（焼） 青ねぎ 冷ベーコン にんじん 冷豚肉
大根 土しょうが

土しょうが
23633 27.1 35 627 27.5 36

28

ごはん･牛乳
船場汁
大阪しろ菜と豚肉の炒め煮

☆厚揚げのみぞれがけ

29

コッペパン･牛乳 
キャロットポタージュ 
☆ハンバーグのｿｰｽかけ 
野菜ソテー

30
ごはん･牛乳 
豚肉と野菜の生姜煮 
☆豆腐サラダ

ごま油 こしょう
酢 しょうゆ 淡口しょうゆ 塩
にんじん 砂糖 スティックチーズ にんじん 油
ブロッコリー キャベツ ホールコーン缶 キャベツ チョコレートクリーム

まぐろ（油漬） ホールコーン缶 ｺﾝﾊﾟｳﾝﾄﾞﾏｰｶﾞﾘﾝ（有塩） 砂糖

じゃがいも 塩
りんご さつまいも ソース（クラス１本） こしょう

こしょう
カレー粉 塩 こしょう 冷かれいフライ 油 冷ベーコン たまねぎ
ウスターソ－ス しょうゆ ウスターソ－ス 塩

豆乳 米粉
りんごピューレ カレ－ルウ ボーンストック トマトケチャップ 白みそ 削りぶし 塩 こしょう

にんじん さつまいも 油 中華ブイヨン
油 ボーンストック スパゲティ 油 冷うすあげ 赤みそ

冷鶏肉 にんじん
土しょうが にんじん 皮むきトマト缶 にんにく 小松菜 大根 たまねぎ 押し麦

お
か
ず
の
内
容

(

g

)

冷鶏肉（挽肉） にんにく 冷ベーコン マッシュルーム缶 冷豚肉

たまねぎ レンズ豆 にんじん たまねぎ

15 635 22.0

25

コッペパン･牛乳 
押し麦入り豆乳スープ 
☆ジャーマンポテト 
チョコレートクリーム

39
つきこんにゃく

582 21.5627 24.3 25 674 24.1 29

こしょう

21
ごはん（増量）･牛乳
キーマカレーライス
☆ホットサラダ

22

コッペパン･牛乳 
スパゲティのトマト煮 
☆さつまりんご 
スティックチーズ

24

ごはん･飲むヨーグルト
さつま汁
かれいフライ
ソース
野菜ソテー

砂糖 みりん
のりの佃煮

ヨーグルト（プレーン） しょうゆ 料理酒
土しょうが たまねぎ

ごま油

コチジャン 冷豚肉 にんにく
しょうゆ 料理酒

料理酒 しょうゆ
中華ブイヨン 砂糖

砂糖 みりん 削りぶし
いり白ごま 油

油 中華ブイヨン みりん しょうゆ
干しいたけ 緑豆春雨 こしょう こしょう

大根 にんにく 油 砂糖
土しょうが にんじん 酢 塩 淡口しょうゆ 塩

冷鶏肉 白ねぎ 焼ちくわ 乾ひじき
にら にんにく ﾏﾖﾈｰｽﾞ風ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ 砂糖 にんじん 油

冷鶏肉 にんじん
冷豚肉 たけのこ水煮 にんじん さつまいも 冷ウインナー キャベツ

塩 こしょう
ホールコーン缶 キャベツ

みりん しょうゆ 削りぶし
こしょう 冷コロッケ（小松菜） 油

油 中華ブイヨン 赤みそ 白みそ
キムチの素 塩 塩 こしょう

たまねぎ 冷中華麺 じゃがいも 淡口しょうゆ
中華ブイヨン 淡口しょうゆ 牛乳 粉末チーズ 削りぶし

土しょうが にんじん 小松菜 にんじん
鶏卵 油 ボーンストック ホワイトルウ 赤みそ 白みそ

青ねぎ 緑豆もやし 大豆裏ごし ささがきごぼう

緑豆もやし 冷豆腐 たまねぎ 油 冷いか団子 冷うすあげ

冷豚肉 ホールコーン缶 つきこんにゃく ひきわり大豆水煮

春菊 にんじん ちんげん菜 にんじん 青ねぎ にんじん

592 26.4 26

お
か
ず
の
内
容

(

g

)

冷鶏肉 はくさい 冷鶏肉 はくさい 冷鶏肉 はくさい
661 23.6 30 645 30.1 25

17

おさつパン･牛乳 
しょうゆラーメン 
ピリ辛大根 
ヨーグルト

18

ごはん･牛乳 
呉汁 
ひじきの甘煮 
☆豚肉の生姜焼き

575 23.2 24 590 21.9 35

ﾌﾙｰﾂｾﾞﾘｰ（洋ﾅｼ）

14

ごはん･牛乳 
キムチスープ 
チャプチェ 
のりの佃煮

15
黒糖パン･牛乳
白菜とちんげん菜のｸﾘｰﾑ煮

☆さつまいものサラダ
16

ごはん･牛乳 
ちゃんこ汁 
堺のめぐみコロッケ 
野菜ソテー

メープルシロップ コチジャン ごま油
ミニフィッシュ

砂糖 しょうゆ
ふりかけ（おかか）

こしょう いり白ごま 油
冷さんま 塩

ベーキングパウダー 砂糖 大豆もやし 干しいたけ
こしょう しょうゆ

とろけるチーズ 小麦粉 にんにく にんじん
塩 油 砂糖 酢 しょうゆ 削りぶし

冷ベーコン クリームコーン缶 しょうゆ ほうれん草
小麦粉 ベーキングパウダー いりすり白ごま ﾏﾖﾈｰｽﾞ風ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ 砂糖 料理酒

冷豚肉 砂糖
さつまいも かえりちりめん にんじん れんこん 干しいたけ 油

こしょう
にんじん たまねぎ かつお（油漬） ホールコーン缶 焼ちくわ 冷うすあげ

ウスターソ－ス 塩 塩 こしょう
ささがきごぼう 春菊 しめじ にんじん

ハヤシルウ トマトケチャップ しょうゆ 淡口しょうゆ
こしょう 冷鶏肉 エリンギ

油 ボーンストック 油 中華ブイヨン
淡口しょうゆ 削りぶし 淡口しょうゆ 塩

たまねぎ トマトピューレ 鶏卵 トック
冷豆腐 冷うどん 油 洋風ブイヨン 削りぶし

にんにく にんじん にんじん たまねぎ
さといも 冷うすあげ たまねぎ じゃがいも 赤みそ 白みそ

冷豚肉 大豆水煮 冷鶏肉 青ねぎ
大根 にんじん キャベツ にんじん じゃがいも 乾わかめ

660 26.0 24

お
か
ず
の
内
容

(

g

)

冷鶏肉 青ねぎ 冷豚肉 冷ベーコン 小松菜 たまねぎ
586 25.3 28 635 25.3 29

10

コッペパン･牛乳 
ビーンズシチュー 
☆コーンブレッド 
メープルシロップ

11

ごはん･牛乳 
トック 
ビビンバ風 
フルーツゼリー

633 22.8 25 581 27.5 32

7

ごはん･牛乳 
しっぽくうどん 
かきあげ 
ふりかけ

8

大麦パン･牛乳 
ポトフ 
☆れんこんサラダ 
ミニフィッシュ

9

ごはん･牛乳 
みそ汁 
セルフきのこごはん 
☆さんまの塩焼き

しょうゆ オイスターソース

料理酒 酢 淡口しょうゆ
砂糖 みりん みりん 酢

ふりかけ（みりん焼） いりすり白ごま 油 いりすり白ごま 砂糖
にんじん たまねぎ キャベツ にんじん

みりん ﾏﾖﾈｰｽﾞ風ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ 冷豚肉 キャベツ
砂糖 料理酒 白みそ 削りぶし
じゃがいも 赤みそ 塩 こしょう 料理酒 赤みそ
冷豚肉 にんにく 中華ブイヨン 淡口しょうゆ 砂糖 みりん

緑豆春雨 油 冷さば 土しょうが
にんじん たまねぎ

淡口しょうゆ 削りぶし 冷鶏肉 ちんげん菜 削りぶし
焼かまぼこ 鶏卵 乾わかめ 淡口しょうゆ

青ねぎ
えのき茸 長いも グラニュー糖 えのき茸 にんじん

32

お
か
ず
の
内
容

(

g

)

冷鶏肉 青ねぎ ミニパン 油
36 606 28.2

冷鶏肉

4

ごはん･牛乳 
すまし汁 
さばのみそ煮 
☆キャベツのごま酢かけ

エネルギー たんぱく質 脂質エネルギー比 594 27.2 27 572 23.9

1

ごはん･牛乳 
長いものかきたま汁 
☆みそマヨガーリック焼き 
ふりかけ

2

ミニパン･揚げパン
牛乳
春雨スープ
豚肉とｷｬﾍﾞﾂのうまだれ炒め

令和４年  １１月 学校給食予定献立表 (北区)

主食（ごはん・パン）・牛乳
大きなおかず
小さなおかず

月 火 水 木 金

え

いい歯の日献立
姉妹都市献立

堺産農産物 『堺のめぐみ』
を使用する予定です。

小松菜…９・１６・１８・２４日
おおさかしろ菜…２８日
春菊…７日 大根…２８日

１１月８日は
「いい歯の日」

歯を強くする食品や、かみ
ごたえのある食品を意識した
献立です。

８日（火）がいい歯の日献
立です。

「堺のめぐみコロッケ」
１６日（水）に堺市産の小松菜が入った「堺のめぐみコ
ロッケ」が登場します。学校給食では地元でとれた食
材を地元で消費する”地産地消”に取り組んでいます。

コーンブレッド

コーンブレッドは、堺市と姉妹
都市のバークレー市（アメリ
カ）の料理です。
アメリカではたくさんのとうも
ろこしが作られており、そのと
うもろこしの粉を使った料理が
コーンブレッドです。

給食ではクリームコーン缶を
使っています。

～旬の食べもの～
【さつまいも】

今年度は、『旬の食べもの』を
紹介します。日本には四季があ
り、季節ごとにおいしい食べも
のが出回ります。

江戸時代にさつま（今の鹿児島
県）に伝わったさつまいもは、で
んぷんのほか野菜と同じように
ビタミンC、カリウム、食物
繊維を多く含みます。

えいよう三色
（赤）筋肉・血液・骨・歯を作る食べ物

（黄）熱や力のもとになる食べ物

（緑）体の調子を整える食べ物

献立表について
・単位はｇ（グラム）です。

・食品の数量は中学年の量を示して

います。

・（冷）は冷凍品を示しています。

・☆はオーブン献立です。

11月24日は、牛乳の代わりに
「飲むヨーグルト」を提供します。
※アレルギー等で牛乳が飲めな
い方には「野菜ジュース」を提供し
ます。




