
資料３　（参考）都南学校給食センター献立表

令和元年度　　

日(曜) こんだてめい 牛乳 とうふ たまご 　肉 魚 海そう にんじん キャベツ ほうれん草 白菜 きのこ くだもの ごはん パン めん いも あぶら さとう

むぎごはん
さばみそに

740kcal わがやの こうやどうふの にもの 〇
962kcal さつまじる

むぎごはん
わふうきんぴらつつみやき

622kcal にくじゃが 〇
812kcal わがやのきりぼしだいこんのみそしる

こくとうパン 〇 〇
とりにくのハーブやき
えびとやさいのレモンソテー 〇

659kcal プチプチむぎスープ 〇 〇
823kcal 盛岡市産アップルシャーベット

むぎごはん
ラグビーメンチカツ 〇

699kcal しらたまフルーツポンチ
886kcal カレモア 〇

むぎごはん
さんまのもみじに 〇

637kcal あつあげとキャベツのみそいため 〇
810kcal ひっつみじる 〇

せわりコッペパン 〇 〇
ジョア　オレンジ 〇
ホットドッグハンバーグ
ペンネトマトソース 〇

642kcal かいそうスープ 〇
795kcal おこめのババロア

テーブルロールパン ○ ○
ボロニアカツ
ジャーマンポテト

722kcal コンソメスープ 〇
890kcal ブルーベリーゼリー

むぎごはん
やさいぎょうざ 〇

568kcal だいずもやしのちゅうかいため 〇
745kcal わがやのちゅうかふうたまごスープ 〇 〇

むぎごはん
あじつけゆでたまご 〇

708kcal フルーツポンチ
877kcal カレー 〇

せきはん　ごましお
さけのみそやき

555kcal にびたし 〇
731kcal いものこじる 〇

ミルクパン 〇 〇
てりやきハンバーグ

744kcal こんにゃくソテー 〇
909kcal コーンポタージュ 〇 〇

むぎごはん
いわしのあかしそフライ 〇

620kcal やさいのごまいため 〇
789kcal めかぶのみそしる

むぎごはん
わふうにくだんご　小②　中③ 〇

587kcal きりぼしだいこんのいために 〇
776kcal しろかぶのみそしる

むぎごはん
イカカツごまフライ 〇

631kcal わらびとあぶらふのにもの 〇
804kcal キムチじる

こめこパン 〇 〇
とりにくのマーマレードやき
じゃがいものミルクに 〇 〇

697kcal わがやのむぎがはいったミネストローネ

864kcal わなしゼリー
むぎごはん
とりにくのけちゃっぷに

585kcal さんさいのにもの 〇
743kcal とうふとわかめのみそしる

わかめごはん
さんまからあげ 〇

677kcal れんこんのきんぴら 〇
848kcal とんじる

むぎごはん
県産とりにくのごまみそやき 〇

604kcal かぼちゃのそぼろに 〇
775kcal わがやの けんちんじる

むぎごはん
きのこシューマイ　小②　中③ 〇

564kcal マーボーだいこん 〇
753kcal はるさめスープ 〇 〇

しょくパン　りんごジャム 〇 〇
パンプキンエッグ 〇 〇
やさいのペペロンチーノ 〇

685kcal ポトフ 〇
850kcal ミニぶどうゼリー ぶどう さとう

もやし　ブロッコリー　カリフラワー　エリンギ　赤ピーマン　にんにく　とうがらし サラダあぶら
ベーコン にんじん　たまねぎ　かぶ　キャベツ じゃがいも

３１（木）
だっしふんにゅう りんご こむぎこ　さとう　ショートニング　みずあめ
たまご　とりにく かぼちゃ でんぷん　サラダあぶら　さとう

ぶたにく　だいず　みそ だいこん　こんにゃく　ねぎ　にんにく　ピーマン ごまあぶら　さとう　でんぷん
えび はくさい　にんじん　ねぎ　にら はるさめ

３０（水）
こめ　むぎ　きょうかまい

ぶたにく たまねぎ　しいたけ　しめじ　しょうが でんぷん　さとう　ごまあぶら　こむぎこ

とりにく かぼちゃ　たまねぎ　えだまめ さとう　でんぷん
とうふ　みそ だいこん　にんじん　ごぼう　ふき　わらび　こんにゃく　ねぎ じゃがいも　こめあぶら

２９（火）
こめ　むぎ　きょうかまい

とりにく　みそ ごま

さつまあげ（イトヨリダイ　スケソウダラ　エソ） れんこん　にんじん　こんにゃく さとう　こめあぶら　ごま
ぶたにく　とうふ　みそ だいこん　にんじん　ごぼう　しめじ　ねぎ じゃがいも

２８（月）
わかめ こめ　きょうかまい　さとう
さんま しょうが でんぷん　さとう　こめあぶら

さつまあげ（イトヨリダイ　スケソウダラ　エソ） たまねぎ　わらび　ふき　ひめたけのこ　こんにゃく こめあぶら　さとう　ごま
とうふ　わかめ　みそ にんじん　だいこん　ねぎ

わなし さとう

２５（金）
こめ　むぎ　きょうかまい

とりにく トマト　りんご　たまねぎ　にんにく さとう　みずあめ　でんぷん

ベーコン　ぎゅうにゅう たまねぎ　えだまめ じゃがいも　こめあぶら　こむぎこ　さとう　でんぷん

とりにく にんじん　たまねぎ　キャベツ　かぼちゃ　トマト　にんにく むぎ　さとう

２４（木）
だっしふんにゅう こめこ　こむぎこ　さとう　ショートニング
とりにく なつみかん　みかん さとう　みずあめ

わらび　にんじん　こんにゃく　えだまめ　しめじ あぶらふ　さとう
ぶたにく　とうふ　みそ はくさい　にら　えのきだけ　ねぎ　りんご　にんにく さとう

２３（水）
こめ　むぎ　きょうかまい

いか パンこ　こむぎこ　コーンスターチ　ごま　こめあぶら

さつまあげ（イトヨリダイ　スケソウダラ　エソ） きりぼしだいこん　にんじん　こんにゃく こめあぶら　さとう　ごま
あつあげ　みそ かぶ　ほうれんそう　ねぎ

２１（月）
こめ　むぎ　きょうかまい

とりにく　ぶたにく　だいず たまねぎ　トマト　しょうが　りんご パンこ　でんぷん　ごまあぶら　サラダあぶら　さとう

キャベツ　もやし　カリフラワー　にんじん　こんにゃく ごま　さとう　こめあぶら
とうふ　めかぶ　みそ だいこん　えのきだけ　ねぎ

１８（金）
こめ　むぎ　きょうかまい

いわし しそ パンこ　こむぎこ　でんぷん　こめあぶら

ツナ こんにゃく　たけのこ　こまつな　しめじ ごまあぶら
ぎゅうにゅう　だっしふんにゅう　チーズ たまねぎ　にんじん　とうもろこし　パセリ じゃがいも　マーガリン　でんぷん　こむぎこ　さとう　サラダあぶら

１７（木）
だっしふんにゅう　クリーム こむぎこ　さとう　ショートニング
とりにく　ぶたにく　だいず たまねぎ　しょうが　にんにく さとう　でんぷん

あぶらあげ こまつな　もやし　しめじ　しょうが　こんにゃく
とりにく　とうふ ごぼう　にんじん　まいたけ　はくさい　ねぎ さといも

１６（水）
こめ　きょうかまい　あずき　ごま　でんぷん

さけ　みそ さとう　みずあめ

みかん　りんご　おうとう　いちご　メロン　ライチ さとう
ぶたにく にんにく　たまねぎ　にんじん　セロリ　トマト　りんご じゃがいも　こめあぶら　こむぎこ　さとう　でんぷん　さつまいも

１５（火）
こめ　むぎ　きょうかまい

たまご さとう

ちくわ だいずもやし　キャベツ　ピーマン こめあぶら
たまご　だっしふんにゅう たまねぎ　しめじ　とうもろこし　こねぎ　にんじん でんぷん

ブルーベリー さとう

１１（金）
こめ　むぎ　きょうかまい

ぶたにく　とりにく　だいず キャベツ　たまねぎ　にら　にんにく こむぎこ　さとう　サラダあぶら　ごまあぶら　でんぷん

ウィンナー たまねぎ　バジル じゃがいも　こめあぶら
とりにく にんじん　キャベツ　ほうれんそう　エリンギ

９（水） 市教研のため給食はありません

１０（木）
だっしふんにゅう こむぎこ　さとう　ショートニング　マーガリン
とりにく　だいず じゃがいも　こめこ　でんぷん　さとう　こめあぶら

わかめ　くきわかめ　こんぶ　あかとさか　しろとさか はくさい　にんじん　ねぎ　もやし
とうにゅう　だいずこ みかん みずあめ　サラダあぶら　こめこ　さとう

とりにく　ぶたにく　だいず たまねぎ　しょうが　にんにく さとう　でんぷん
ぶたにく たまねぎ　ピーマン　にんにく　トマト　バジル ペンネ　さとう　サラダあぶら

８（火）
だっしふんにゅう こむぎこ　さとう　ショートニング
だっしふんにゅう オレンジ さとう

ぶたにく　あつあげ　みそ キャベツ　もやし　ピーマン さとう　ごま　こめあぶら
とりにく ごぼう　はくさい　にんじん　まいたけ　ねぎ ひっつみ

７（月）
こめ　むぎ　きょうかまい

さんま だいこん　パプリカ さとう　でんぷん

みかん　りんご　ラフランス じょうしんこ　さとう　もちこ　でんぷん
とりにく たまねぎ　にんじん　赤ピーマン　にんにく　しょうが こめあぶら　こむぎこ　さとう　でんぷん　さつまいも　

りんご さとう

４（金）
こめ　むぎ　きょうかまい

とりにく たまねぎ パンこ　豚脂　さとう　こむぎこ　こめこ　こめあぶら

えび カリフラワー　キャベツ　赤ピーマン　レモン　にんにく　パセリ みずあめ　サラダあぶら
ベーコン　たまご たまねぎ　にんじん　たけのこ　ねぎ むぎ　でんぷん

３（木）
だっしふんにゅう こむぎこ　さとう　ショートニング　こくとう
とりにく さとう　サラダあぶら　でんぷん

ぶたにく たまねぎ　にんじん　こんにゃく じゃがいも　さとう　こめあぶら
あぶらあげ　みそ きりぼしだいこん　にんじん　ねぎ　えのきだけ

２（水）
こめ　むぎ　きょうかまい

とりにく　とうふ たまねぎ　ごぼう　にんじん　しょうが さとう　ごまあぶら　ごま

こうやどうふ　とりにく　がんもどき（とうふ） たけのこ　にんじん　ごぼう　こんにゃく　きくらげ さとう
ぶたにく　とうふ　みそ ごぼう　だいこん　にんじん　しめじ　ねぎ さつまいも

か
に

１（火）
こめ　むぎ　きょうかまい

さば　みそ でんぷん　さとう

※　本資料は，現在の都南学校給食センターで実施している献立の配付用資料であり，新センターでは調理設備にあわせて献立内容を
変更することを想定していることから（資料２参照），参考として使用すること。
※　現在の都南学校給食センターでのアレルギー対応は，既成デザートのみ代替食で対応しているが，新センターにおいては，小麦を除
く「卵」，「乳」，「そば」，「落花生」，「えび」，「かに」に対応するものとする。

アレルギー表示
（そば・くるみ・落花生・キウイは

給食に使用しません。）

ざ　い　り　ょ　う　め　い
おもに体を作る食品 おもに体の調子を整える食品 おもにエネルギーのもとになる食品

卵 乳
小
麦
え
び

＊都合により食材を変更することがありますのでご了承ください。

＊お箸は毎日持ってきましょう。

＊献立名の横の列に、その料理に使われている主な材料を書いております。（調味料は除く）

１０月平均栄養価

エネルギー 小647kcal 中822kcal たんぱく質 小25.7ｇ 中31.0ｇ
脂質 小19.7ｇ 中22.7ｇ 塩分 小2.6ｇ 中3.2ｇ

盛岡市都南学校給食センター

牛乳はジョア

の日以外毎日

つきます

ラグビー

ワールドカップ

サモア

即位礼

正殿の儀

給食

見前南中

希望献立

向中野小

希望献立

岩手

とり肉

の日

給食



令和元年度　　

日(曜) こんだてめい 牛乳 とうふ たまご 　肉 魚 海そう にんじん キャベツ ほうれん草 白菜 きのこ くだもの ごはん パン めん いも あぶら さとう

しんまいごはん
キャベツメンチカツ 〇

655kcal ぶたにくとれんこんのちゅうかいため 〇
821kcal ちゅうかコーンスープ 〇 〇

しんまいごはん
ジョア　プレーン 〇
さばのてりに 〇

607kcal わがやのきりぼしだいこんのかれーいため 〇
773kcal さつまじる

しんまいごはん
とりにくのからあげ 〇

599kcal ごまいため 〇
753kcal ワンタンスープ 〇

こめこパン 〇 〇
やさいしゅうまい　小②中③
やきそば 〇

561kcal わかめスープ 〇
705kcal ミニいちごゼリー

しんまいごはん
にしんのこんぶに 〇
ごぼうとぶたにくのみそいため 〇

676kcal ひっつみじる 〇
836kcal あおりんごグミ

まいたけごはん 〇
さけのこめこフライ

616kcal さといもとかぶのそぼろに 〇
760kcal とんじる

ミルクパン 〇 〇
とりにくのハーブやき
ミートソーススパゲティ 〇

673kcal かいそうスープ 〇
846kcal ミニりんごゼリー

むぎごはん
やきぎょうざ　② 〇

619kcal だいこんのそぼろに 〇
802kcal 県産とうふのみそしる

ナン 〇
ミートカレー

659kcal フルーツしらたま
796kcal プチプチむぎスープ 〇 〇

むぎごはん
しのだに 〇

622kcal にくじゃが 〇
755kcal なめこじる

むぎごはん
わふうにくだんご　小②中③ 〇

598kcal さんさいのいために 〇
766kcal けんちんじる 〇

むぎごはん
さばみそに

661kcal ひじきのにもの 〇
847kcal わがやのせんべいじる 〇

むぎごはん
しろごまアジフライ 〇
こんにゃくのピリからいため 〇

636kcal わらびのみそしる
763kcal むらさきいもチップス

こくとうパン 〇 〇
とうふハンバーグ 〇
ごぼうのようふういため

695kcal ようふうおでん 〇
841kcal やまぶどうゼリー

わかめごはん
てりやきチキン 〇

615kcal キャベツのごまいため 〇
768kcal キムチスープ 〇

げんまいごはん
いわしのしょうがに 〇

604kcal あつあげのそぼろに 〇
753kcal じゃがいものみそしる

せわりコッペパン 〇 〇
ジョア　オレンジ 〇
あらびきウィンナー

662kcal こんにゃくソテー 〇
852kcal スープスパゲティ 〇 〇

むぎごはん
そぼろどんぶりのぐ 〇

640kcal マスカットゼリーあえ
794kcal おやこに 〇 〇

テーブルロールパン ○ ○
しろみざかなフライ 〇

709kcal ジャーマンポテト
888kcal ラビオリトマトスープ ○

むぎごはん
プレーンオムレツ 〇 〇

728kcal きのこソテー 〇
919kcal ハヤシライス 〇

ベーコン たまねぎ　しめじ　にんじん　えのきだけ　たけのこ　ピーマン　にんにく サラダあぶら　こめあぶら
ぎゅうにく たまねぎ　マッシュルーム　にんにく　しょうが　トマト じゃがいも　マーガリン　こむぎこ　サラダあぶら　さとう　コーンスターチ

２９（金）
こめ　むぎ　きょうかい

たまご　 さとう　でんぷん　サラダあぶら

ウィンナー たまねぎ　にんじん　にんにく　パセリ じゃがいも　こめあぶら
ぶたにく たまねぎ　ヤーコン　マッシュルーム　ブロッコリー　トマト　にんにく こむぎこ　パンこ　サラダあぶら　こめあぶら

２８（木）
だっしふんにゅう こむぎこ　さとう　ショートニング　マーガリン
ホキ パンこ　こむぎこ　でんぷん　こめあぶら

みかん　りんご　はくとう　ぶどう さとう
とりにく　とうふ　たまご たまねぎ　にんじん　まいたけ　ねぎ さとう

ベーコン　ぎゅうにゅう にんじん　たまねぎ　ブロッコリー　マッシュルーム スパゲティ　こめあぶら　こむぎこ　みずあめ　さとう　豚脂　サラダあぶら　でんぷん

２７（水）
こめ　むぎ　きょうかまい

ぶたにく ほししいたけ　グリンピース　しょうが　たまねぎ　れんこん ごま　さとう　みずあめ　サラダあぶら

ぶたにく 豚脂　さとう
マグロ こんにゃく　たけのこ　しめじ　こまつな ごまあぶら

２６（火）
だっしふんにゅう こむぎこ　さとう　ショートニング
だっしふんにゅう オレンジ さとう

ぶたにく　あつあげ たまねぎ　ほししいたけ　こんにゃく　にんじん　しょうが さとう　でんぷん
わかめ　みそ はくさい　えのき　ねぎ　こねぎ じゃがいも

２５（月）
こめ　げんまい　きょうかまい

いわし しょうが さとう

あぶらあげ　みそ　かつおぶし キャベツ　こんにゃく　たけのこ　にんじん　えだまめ ごま　さとう　ごまあぶら　こめあぶら
ぶたにく　とうふ はくさい　にら　ねぎ　えのき　にんにく　りんご こめあぶら

やまぶどう さとう

２２（金）
わかめ こめ　さとう　きょうかまい
とりにく さとう　でんぷん

ベーコン たけのこ　ごぼう　赤ピーマン　黄ピーマン　しめじ こめあぶら
がんもどき（とうふ）　さつまあげ（イトヨリダイ　スケソウダラ　エソ） キャベツ　にんじん　こんにゃく サラダあぶら　でんぷん　さとう

さつまいも　さとう　こめあぶら

２１（木）
だっしふんにゅう こむぎこ　さとう　ショートニング　こくとう
とりにく　とうふ たまねぎ　にんじん 豚脂　パンこ　こむぎこ　さとう　でんぷん

こんにゃく　ピーマン　とうがらし ごまあぶら
とうふ　あぶらあげ　みそ わらび　だいこん　にんじん　ねぎ

２０（水）
こめ　むぎ　きょうかまい

あじ　だいず しょうが パンこ　こむぎこ　ごま　でんぷん　さとう　サラダあぶら　こめあぶら

ひじき　あぶらあげ　だいず にんじん　こんにゃく　さやいんげん さとう　こめあぶら
ぶたにく　みそ だいこん　ごぼう　にんじん　ねぎ　こんにゃく かやきせんべい

１９（火）
こめ　むぎ　きょうかまい

さば　みそ でんぷん　さとう

にんじん　ふき　わらび　こんにゃく　しめじ あぶらふ　さとう
とうふ だいこん　にんじん　ごぼう　こんにゃく　ねぎ　こねぎ さといも　ごまあぶら

１８（月）
こめ　むぎ　きょうかまい

とりにく　ぶたにく　だいず たまねぎ　しょうが　トマト 豚脂　パンこ　でんぷん　サラダあぶら　さとう　ごま　ごまあぶら

ぶたにく にんじん　たまねぎ　こんにゃく　さやいんげん　しょうが じゃがいも　こめあぶら　さとう
とうふ　みそ なめこ　だいこん　こまつな　ねぎ　こねぎ

１５（金）
こめ　むぎ　きょうかまい

ぶたにく　あぶらあげ　たら　だいず たまねぎ　れんこん　にんじん　グリンピース でんぷん　さとう　豚脂　みずあめ

みかん　りんご　ラフランス じょうしんこ　さとう　もちこ　でんぷん
ベーコン　たまご たまねぎ　にんじん　たけのこ　ねぎ おしむぎ　でんぷん

１４（木）
こむぎこ　なたねあぶら　さとう

ぶたにく　だいず たまねぎ　とうもろこし　えだまめ　にんにく　トマト こめあぶら　こむぎこ　さとう　でんぷん　さつまいも

ぶたにく だいこん　にんじん　さやいんげん　にんにく ごまあぶら　さとう　でんぷん
とうふ　ふのり　みそ はくさい　えのき　ねぎ

りんご さとう

１３（水）
こめ　むぎ　きょうかまい

ぶたにく　とりにく　だいず キャベツ　にら　しょうが ラード　ごまあぶら　サラダあぶら　　こむぎこ　みずあめ

ぶたにく　　 たまねぎ　ピーマン　マッシュルーム　トマト　にんにく　パセリ　バジル こめあぶら　スパゲティ　こむぎこ
わかめ　くきわかめ　こんぶ　あかとさか　しろとさか　とうふ えのきだけ　はくさい　にら　ねぎ

１２（火）
だっしふんにゅう　クリーム こむぎこ　さとう　ショートニング
とりにく さとう　サラダあぶら　でんぷん

とりにく かぶ　ほししいたけ　えだまめ　しょうが こめあぶら　さといも　さとう　でんぷん
ぶたにく　とうふ　みそ にんじん　ごぼう　だいこん　しめじ　こんにゃく　ねぎ　にんにく やきふ　こめあぶら

りんご みずあめ　さとう

１１（月）
あぶらあげ まいたけ　にんじん　ごぼう こめ　きょうかまい　
さけ　だいず こめこぱんこ　こむぎこ　でんぷん　サラダあぶら　こめあぶら

ぶたにく　みそ ごぼう　にんじん　こんにゃく　さやいんげん　しょうが さとう　ごま　ごまあぶら
とりにく だいこん　にんじん　まいたけ　ねぎ こむぎこ

いちご　レモン さとう　でんぷん

８（金）
こめ　きょうかまい

にしん　こんぶ レモン さとう　でんぷん

ぶたにく にんじん　たまねぎ　もやし　ピーマン やきそば　こめあぶら　さとう
とりにく　とうふ　わかめ たけのこ　にんじん　はくさい　ねぎ

７（木）
だっしふんにゅう こめこ　こむぎこ　さとう　ショートニング
スケソウダラ たまねぎ　えだまめ　にんじん　えりんぎ　しめじ　しょうが　ひらたけ 豚脂　パンこ　こむぎ　みずあめ　さとう　でんぷん

みそ　かつおぶし こんにゃく　もやし　たけのこ　えだまめ ごま　さとう　こめあぶら　ごまあぶら
なると（スケソウダラ　イトヨリダイ）　ぶたにく　みそ　だいず はくさい　にら　きくらげ　にら　ねぎ　たまねぎ　しょうが こむぎこ　サラダあぶら　でんぷん　さとう

ぶたにく　とうふ　みそ ごぼう　キャベツ　しめじ　ねぎ さつまいも

６（水）
こめ　きょうかまい

とりにく しょうが でんぷん　さとう　こめあぶら

さば　かつおぶし みずあめ　さとう　でんぷん
あぶらあげ きりぼしだいこん　にんじん　こんにゃく　きぬさや さとう　ごまあぶら　こむぎこ　サラダあぶら　でんぷん　さつまいも

５（火）
こめ　きょうかまい

だっしふんにゅう さとう

ぶたにく　みそ れんこん　こんにゃく　ごぼう　ほうれんそう　にんにく　しょうが ごまあぶら　さとう　でんぷん　みずあめ
たまご　だっしふんにゅう にんじん　たまねぎ　とうもろこし　こねぎ　しめじ でんぷん　コーンスターチ　さとう

か
に

１（金）
こめ　きょうかまい

ぶたにく　とりにく キャベツ パンこ　こむぎこ　サラダあぶら　でんぷん　こめあぶら

アレルギー表示
（そば・くるみ・落花生・キウイは

給食に使用しません。）

ざ　い　り　ょ　う　め　い
おもに体を作る食品 おもに体の調子を整える食品 おもにエネルギーのもとになる食品

卵 乳
小
麦
え
び

＊都合により食材を変更することがありますのでご了承ください。

＊お箸は毎日持ってきましょう。

＊献立名の横の列に、その料理に使われている主な材料を書いております。（調味料は除く）

１１月平均栄養価

エネルギー 小642kcal 中802kcal たんぱく質 小25.1ｇ 中30.2ｇ
脂質 小20.4ｇ 中23.8ｇ 塩分 小2.8ｇ 中3.5ｇ

盛岡市都南学校給食センター

牛乳はジョア

の日以外毎日

つきます

手代森小

希望献立

永井小

希望献立

都南東小

希望献立

いわて牛

給食の日

い
い
歯
の
日

秋の恵み

給食



令和元年度　　

日(曜) こんだてめい 牛乳 とうふ たまご 　肉 魚 海そう にんじん キャベツ ほうれん草 白菜 きのこ くだもの ごはん パン めん いも あぶら さとう

むぎごはん
ほっけのしおやき

550kcal わがやのだいこんとこうやどうふのいためもの 〇
709kcal あおなとあつあげのみそしる

ミルクパン 〇 〇
てりやきチキン 〇

765kcal フルーツポンチ
925kcal コーンクリームスープ 〇 〇

むぎごはん
さばのごまころもやき 〇

642kcal ヤーコンのきんぴら 〇
818kcal いもだんごじる 〇

こがた こめこパン 〇 〇
フライドチキン 〇
えびとやさいのレモンソテー 〇

713kcal ポトフ 〇
877kcal クリスマスケーキ 〇 〇 〇

ざっこくごはん
シューマイ　小②　中③ 〇

620kcal マーボーだいこん 〇
795kcal はるさめスープ 〇 〇

むぎごはん
あじつけゆでたまご 〇

695kcal フルーツポンチ
864kcal ポークカレー 〇

わかめごはん
ジョア　オレンジ 〇
ざっこくごろものかぼちゃカツ 〇

589kcal やさいのごまいため 〇
748kcal わがやのはくさいとしいたけのにくだんごスープ 〇

むぎごはん
さんまおごまみそに

627kcal だいずのいそに 〇
804kcal ひっつみじる 〇

こくとうパン 〇 〇
しろみざかなのアーモンドフライ 〇
キャベツとウィンナーのソテー 〇

762kcal プチプチむぎスープ 〇 〇
932kcal いちごクレープ

むぎごはん
ますしおやき

538kcal にびたし 〇
679kcal とんじる

げんまいごはん
はるまき 〇

648kcal だいこんのちゅうかいため 〇
776kcal わがやのスープぎょうざ 〇

うずまきパン 〇 〇
ほうれんそうオムレツ 〇
カリフラワーのカレーいため 〇

701kcal コンソメスープ 〇
907kcal ミニみかんゼリー

むぎごはん
さばのおろしに 〇

650kcal すきこんぶに 〇
798kcal せんべいじる 〇

こがた テーブルロール ○ ○
とりにくのケチャップに
きのこのペンネ 〇

750kcal かぼちゃのシチュー 〇 〇
950kcal ゆずゼリー

むぎごはん
ぶたキムチどんぶりのぐ 〇

581kcal わがやのじゃがいもとにんじんのあおのりいため 〇
744kcal なめこじる

あおのり にんじん じゃがいも　こめあぶら
とうふ　みそ なめこ　だいこん　こまつな

ゆず さとう　はちみつ

２０（金）
こめ　むぎ　きょうかまい

ぶたにく　 はくさい　もやし　たまねぎ　にら　にんにく　しょうが　りんご さとう　みずあめ　はちみつ　ごま　ごまあぶら　でんぷん

ベーコン キャベツ　エリンギ　マッシュルーム　ピーマン　赤ピーマン　にんにく ペンネ　こめあぶら
ぎゅうにゅう　だっしふんにゅう　チーズ たまねぎ　にんじん　かぼちゃ　パセリ　とうもろこし マーガリン　こむぎこ　豚脂　さとう　みずあめ　でんぷん

１９（木）
だっしふんにゅう こむぎこ　さとう　ショートニング　マーガリン
とりにく トマト さとう

さつまあげ（イトヨリダイ　スケソウダラ　エソ）　こんぶ　だいず にんじん　こんにゃく さとう　こめあぶら
とりにく にんじん　だいこん　はくさい　ごぼう　ねぎ　きぬさや　まいたけ かやきせんべい

みかん さとう

１８（水）
こめ　むぎ　きょうかまい

さば だいこん でんぷん　さとう

ぶたにく カリフラワー　こまつな　キャベツ　つぶマスタード　たまねぎ　にんにく マヨネーズ（卵不使用）　サラダあぶら　こめあぶら

たまねぎ　にんじん　セロリ　ブロッコリー じゃがいも

１７（火）
だっしふんにゅう こむぎこ　さとう　ショートニング　マーガリン
たまご ほうれんそう でんぷん　サラダあぶら

さつまあげ（イトヨリダイ　スケソウダラ　エソ） だいこん　こんにゃく　えだまめ こめあぶら
ぶたにく　とりにく　だいず はくさい　にら　にんじん　ねぎ　ほししいたけ　キャベツ　ねぎ　しょうが サラダあぶら　こむぎこ　さとう　でんぷん

１６（月）
こめ　げんまい　きょうかまい

とりにく たまねぎ　キャベツ　もやし　にんじん　たけのこ サラダあぶら　でんぷん　こむぎこ　ショートニング　はるさめ　みずあめ　さとう　こめあぶら

あぶらあげ　かつおぶし こまつな　はくさい　もやし　こんにゃく さとう
ぶたにく　とうふ　みそ ごぼう　だいこん　にんじん　しめじ　ねぎ じゃがいも

とうにゅう いちご　レモン さとう　こめこ　みずあめ　サラダあぶら

１３（金）
こめ　むぎ　きょうかまい

ます

ウィンナー キャベツ　もやし　ピーマン こめあぶら
ベーコン　たまご たまねぎ　にんじん　たけのこ　ねぎ むぎ　でんぷん

１２（木）
だっしふんにゅう こむぎこ　さとう　ショートニング　こくとう
ホキ パンこ　こむぎこ　でんぷん　サラダあぶら　アーモンド　こめあぶら

とりにく　だいず　ひじき たけのこ　ごぼう　にんじん　こんにゃく こめあぶら　さとう
あぶらあげ はくさい　にんじん　ごぼう　まいたけ　ねぎ こむぎこ

１１（水）
こめ　むぎ　きょうかまい

さんま　みそ さとう　ごま　でんぷん

かつお こんにゃく　もやし　たけのこ　えだまめ ごま　さとう　こめあぶら
とりにく　ぶたにく はくさい　にんじん　ねぎ　ほししいたけ　たまねぎ さとう　でんぷん　みずあめ　サラダあぶら

１０（火）
わかめ こめ　さとう　きょうかまい
だっしふんにゅう オレンジ さとう

かぼちゃ　とうもろこし じゃがいも　さとう　こめ　きび　あわ　パンこ　サラダあぶら　こめあぶら

みかん　りんご　ラフランス　いちご　メロン　ライチ さとう
ぶたにく にんにく　たまねぎ　にんじん　えだまめ　セロリ　トマト　りんご じゃがいも　こめあぶら　こむぎこ　サラダあぶら　さとう　でんぷん　さつまいも

９（月）
こめ　むぎ　きょうかまい

たまご さとう

ぶたにく　だいず　みそ だいこん　こんにゃく　ねぎ　にんにく　しょうが　ピーマン ごまあぶら　さとう　でんぷん
えび にんじん　はくさい　たけのこ　にら　ねぎ はるさめ

ぎゅうにゅう　たまご さとう　こむぎこ　チョコレート　みずあめ　サラダあぶら

６（金）
こめ　あわ　きょうかまい

ぶたにく　とりにく　だいず たまねぎ　しょうが でんぷん　パンこ　ごまあぶら　こむぎこ　さとう　みずあめ

えび ブロッコリー　カリフラワー　キャベツ　レモン　にんにく　パセリ みずあめ　サラダあぶら
ベーコン　ウィンナー たまねぎ　にんじん　セロリ　しろかぶ　エリンギ じゃがいも　こめあぶら

５（木）
だっしふんにゅう こめこ　こむぎこ　さとう　ショートニング
とりにく とうもろこし　パプリカ　しょうが　とうがらし　にんにく こめあぶら　でんぷん　パンこ

ちくわ（スケソウダラ、タチウオ） にんじん　こんにゃく　えだまめ　とうがらし ヤーコン　ごまあぶら　でんぷん　さとう　サラダあぶら　豚脂

とりにく だいこん　にんじん　ごぼう　しめじ　ねぎ じゃがいも　こむぎこ　こめあぶら

４（水）
こめ むぎ　きょうかまい

さば　みそ ごま　さとう

とうにゅう みかん　ラフランス　りんご　ぶどう　もも さとう
ぎゅうにゅう　だっしふんにゅう　チーズ たまねぎ　にんじん　とうもろこし　マッシュルーム　パセリ じゃがいも　マーガリン　でんぷん　こむぎこ　さとう　豚脂

３（火）
だっしふんにゅう　クリーム こむぎこ　さとう　ショートニング
とりにく さとう　でんぷん

こうやどうふ　とりにく だいこん　にんじん　こんにゃく さとう　こめあぶら
みそ　あつあげどうふ ほうれんそう　にんじん　こまつな

か
に

２（月）
こめ　むぎ　きょうかまい

ほっけ

アレルギー表示
（そば・くるみ・落花生・キウイは

給食に使用しません。）

ざ　い　り　ょ　う　め　い
おもに体を作る食品 おもに体の調子を整える食品 おもにエネルギーのもとになる食品

卵 乳
小
麦
え
び

＊都合により食材を変更することがありますのでご了承ください。

＊お箸は毎日持ってきましょう。

＊献立名の横の列に、その料理に使われている主な材料を書いております。（調味料は除く）

１２月平均栄養価

エネルギー 小655kcal 中822kcal たんぱく質 小27.1ｇ 中31.9ｇ
脂質 小20.9ｇ 中24.0ｇ 塩分 小2.8ｇ 中3.3ｇ

盛岡市都南学校給食センター

牛乳はジョア

の日以外毎日

つきます

クリス

マス

献立

早いものでもう1年が終わろうとしています。寒くなり空気が乾燥する冬になると、心配

なのがかぜやインフルエンザなどの流行です。手洗い、うがいをして予防し、新しい年を元

気に迎えましょう。
かぜの予防には、バランスのとれた栄養、十分な休養、保温、手洗い、

そして規則正しい生活が大切です。

12月は「師走」ともいいます。禅師が走り回るほど忙しい月という意味です。

12月は1年の最後を締めくくる月として、さまざまな行事食が伝わっています。

見前南小

希望献立

乙部中

希望献立

実習生

作成献立

実習生

作成献立

冬至

献立


