
　令和3年　　幼稚園

1 月 むぎごはん

ホッケのみりんやき しょうゆ　みりん

おかかあえ しょうゆ

にくじゃが さけ　しょうゆ

2 火 きのこごはん しょうゆ

とりにくのしおからあげ ガーリックパウダー　さけ　しお

のりずあえ しょうゆ　す

とうにゅうみそしる けずりぶし

デザート

4 木 ごはん

エビシュウマイ②②②③③

はるさめサラダ す　しょうゆ

なまあげのちゅうかに さけ　トウバンジャン　しょうゆ

5 金 ミルクパン

にゅういんりょう（しろブドウ）

とりにくのチリソースに ワイン　しお　こしょう　トマトピューレ　ケチャップ　チリパウダー　チキンブイヨン

こふきいも しお

やさいスープ しお　ポークブイヨン　こしょう　しょうゆ

8 月
イカのにんにくしょうゆやき しょうゆ　みりん　さけ　しちみとうがらし

くきわかめのいために さけ　みりん　しょうゆ

けずりぶし

9 火 むぎごはん

はるまき

あまずあえ す　しょうゆ

キムチとたまごのスープ さけ　しょうゆ　しお　がらスープ　

10 水 カレーうどん（ソフトメン）

カレーうどん（カレーじる） さけ　しょうゆ　けずりぶし　ノンオイルカレールウ　カレーこ

とうふとやさいのよせやき しょうゆ　さけ　みりん　けずりぶし

みずなとだいこんのサラダ（ドレッシング） あおじそドレッシング

11 木 ごはん

アジのたつたあげ さけ　しょうゆ

ぶたにくとごぼうのいりに さけ　しょうゆ　みりん

さといものみそしる けずりぶし

12 金 きりめいりコッペパン

フランクフルトケチャップソース デミグラスソース　ウスターソース　ケチャップ

ザワークラウト す　しお

カトッフェルズッペ ワイン　ポテトペースト　チキンブイヨン　ベシャメルソース　しお　こしょう

15 月 ごはん

とりにくのてりやき みりん　しょうゆ　さけ

チンゲンさいのいためもの しお　こしょう　オイスターソース

かぶのみそしる けずりぶし

16 火 ごはん

プルコギ さけ　しょうゆ　コチュジャン　こしょう

ナムル しお　しょうゆ

トック がらスープ　しょうゆ　しお　こしょう

17 水 わかめうどん（ソフトメン）

わかめうどん（わかめうどんじる） さけ　しょうゆ　みりん　しお　けずりぶし

さつまいものてんぷら

じゃこサラダ（ドレッシング） わふうドレッシング

18 木 ごはん

サンマのみそに しょうゆ

れんこんきんぴら しょうゆ　さけ　みりん

とりけんちんじる さけ　しょうゆ　しお　みりん　けずりぶし

19 金 まるパン

ローズポークメンチカツ（ソース） ちゅうのうソース

はなやさいサラダ（ドレッシング） サウザンアイランドドレッシング

ハッシュドポーク ワイン　ハヤシフレーク　ポークブイヨン　ケチャップ　トマトピューレ　こしょう　しお

22 月 ごはん

にくそぼろ さけ　しょうゆ　みりん

にんじんとしらたきのあまからに しょうゆ　けずりぶし

さつまいものみそしる けずりぶし

24 水 ごはん

サバのしおこうじづけやき しおこうじ　さけ　しょうゆ　みりん

あきのふきよせに さけ　みりん　しょうゆ　さけ　けずりぶし

ほうれんそうのみそしる けずりぶし

25 木 ごはん

とりにくのちゅうかいため さけ　がらスープ　しょうゆ　しお　オイスターソース

はくさいサラダ す　しょうゆ

もやしのスープ さけ　しょうゆ　しお　こしょう　がらスープ

26 金 ごはん

ぶたにくのみそてりやき さけ　しょうゆ　みりん

だいこんととうみょうのサラダ（ドレッシング） こうみしおドレッシング

さわにわん さけ　しょうゆ　みりん　しお　けずりぶし

29 月 むぎごはん

ドライカレー
ワイン　カレーこ　カレールウ　チャツネ

ウスターソース　しお　ポークブイヨン

にたまご しょうゆ　けずりぶし　さけ

かいそうサラダ（ドレッシング） たまねぎドレッシング

30 火 ごはん

ぶたにくのかりんあげ さけ　しょうゆ

うましおキャベツ しお　　しちみとうがらし

なめこのみそしる けずりぶし

＊天候等により，使用する食材が変更になることがあります。

＊加工食品は主要な材料を記載しています。

＊スプーン・フォークの欄は紙面の都合上記載をしておりません。メニューによりご持参ください。

◎不明な点は給食センターへお問い合わせください。Tel:0297－82-3363

とうふ　みそ こまつな　だいこん　ねぎ　なめこ

ごはん
494

1.4

でんぷん　さとう　あぶら ぶたにく しょうが

あぶら キャベツ　きゅうり

ごはん　おおむぎ

ごはん

529

1.8

あぶら ぶたにく　ひよこまめ
にんじん　ピーマン　トマト　にんにく　しょうが

たまねぎ　マッシュルーム

たまご

わかめ　くきわかめ　つのまた スイートコーン　もやし

478

1.3

さとう ぶたにく　みそ しょうが

とうみょう　だいこん

486

1.7

あぶら とりにく チンゲンサイ　にんにく　しょうが　しめじ　たけのこ　ねぎ

さとう　あぶら にんじん　はくさい　きゅうり

あぶら ぶたにく もやし　たまねぎ　しょうが

あぶら とりにく　あぶらあげ にんじん　たけのこ　ごぼう　ねぎ　まいたけ

れんこん　ごぼう　えだまめ

あぶらあげ　みそ ほうれんそう　にんじん　たまねぎ　えのきたけ　ねぎ

ごはん

〈　　わ　し　ょ　く　の　ひ　　こ　ん　だ　て　　〉
ごはん

515

1.4

さば

さといも　こんにゃく　ふ　さとう　あぶら　くり とりにく

しょうが

しらたき　さとう にんじん　こまつな

さつまいも みそ にんじん　たまねぎ　えのきたけ

さとう　あぶら ぶたにく にんじん　にんにく　たまねぎ　マッシュルーム　しめじ

〈　　い　ば　ら　き　を　た　べ　よ　う　W　e　e　k　　〉　
ごはん

468

1.5

さとう　あぶら ぶたにく　だいず

まるパン
502

2.0

パンこ　あぶら ぶたにく キャベツ　たまねぎ

ブロッコリー　カリフラワー　スイートコーン

ちりめんじゃこ こまつな　だいこん

ごはん

ソフトメン

505

1.6

さとう さんま　みそ

さとう　あぶら にんじん　れんこん

こんにゃく　さといも　あぶら とりにく　とうふ ほうれんそう　にんじん　ごぼう

ごはん

ごはん

543

2.1

さとう　でんぷん　あぶら ぶたにく　あぶらあげ　わかめ にんじん　はくさい　ねぎ

さつまいも　こむぎこ　あぶら たまご

480

1.6

さとう　あぶら ぶたにく にんじん　にら　にんにく　しょうが　たまねぎ

あぶら もやし　きゅうり

トック ほうれんそう　にんじん　ねぎ　きくらげ

〈　　せ　か　い　の　り　ょ　う　り　し　ょ　う　か　い　【　ド　イ　ツ　】　　〉
コッペパン

489

1.8

さとう　あぶら フランクフルト

483

1.5

とりにく

あぶら ベーコン チンゲンサイ　にんじん

たまねぎ

さとう　あぶら にんじん　キャベツ　レモンかじゅう

じゃがいも　あぶら とりにく　ぎゅうにゅう　クリーム パセリ　たまねぎ　マッシュルーム

あぶらあげ　みそ にんじん　かぶは　かぶ　ねぎ

ごはん
504

1.5

でんぷん　あぶら あじ しょうが

しらたき　さとう　あぶら　ごま ぶたにく にんじん　しょうが　ごぼう　えだまめ

さといも なまあげ　みそ にんじん　こまつな　しめじ

ソフトメン

ごはん　おおむぎ

519

2.0

さとう　でんぷん　あぶら ぶたにく　あぶらあげ にんじん　ほうれんそう　しょうが　たまねぎ

でんぷん とうふ　たら　わかめ たまねぎ

とりにく みずな　だいこん

あぶら とりにく にんじん　にんにく　たまねぎ　スイートコーン

じゃがいも パセリ

509

1.5

はるまきのかわ　あぶら ぶたにく にんじん　たまねぎ

さとう　あぶら ハム こまつな　もやし

いか にんにく

こんにゃく　さとう　あぶら ぶたにく　さつまあげ　くきわかめ にんじん　えだまめ

でんぷん　あぶら とりにく　あさり　とうふ　たまご はくさいキムチ　ねぎ　きくらげ

ミルクパン

ごはん

ごまみそしる さつまいも　あぶら　ごま なまあげ　みそ にんじん　ほうれんそう　ねぎ　ごぼう

マカロニ　あぶら スキンレスウインナー ほうれんそう　セロリ　キャベツ　たまねぎ　マッシュルーム

〈　　か　み　か　み　　こ　ん　だ　て　　〉
ごはん ごはん

475

1.6

さとう

458

1.6

はっこうにゅう

536

1.8

しゅうまいのかわ えび　たら たまねぎ

はるさめ　さとう　あぶら にんじん　もやし

ほうれんそう　キャベツ

さといも　こんにゃく なまあげ　みそ　とうにゅう にんじん　だいこん　ねぎ

マロンワッフル

さとう　でんぷん　あぶら ぶたにく　なると　なまあげ にんじん　しょうが　たまねぎ　たけのこ　しいたけ　えだまめ

こまつな　にんじん　はくさい

こんにゃく　じゃがいも　さとう　あぶら ぶたにく にんじん　たまねぎ　しいたけ　えだまめ

〈　　リ　ク　エ　ス　ト　こ　ん　だ　て　・　ふ　じ　し　ろ　み　な　み　ち　ゅ　う　が　っ　こ　う　　〉
ごはん にんじん　しめじ　まいたけ

616

1.９

でんぷん　あぶら とりにく

ツナ　のり

毎日 ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

ごはん　おおむぎ

取手市立学校給食センター

日 曜日 献立名

おもなざいりょうめい

ねつやちからになる ちやにくやほねになる からだのちょうしをととのえる
そのほかのざいりょう
（ちょうみりょうなど）

エネルギー

（Kcal)

しょくえん

（グラム）

516

1.1

ほっけ

かつおぶし

11月 こんだてひょう

栄　養　素 基準量 月の平均

エネルギー（Kcal) 490 505

食塩（ｇ） 1.5 1.6


