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血・肉・骨・歯になる 熱や力のもとになる 体の調子をととのえる
ビビンバのぐ ぎゅうにゅう　ぶたにく ごはん　ごまあぶら　さとう にんにく　しょうが　にんじん　えだまめ ― ―
はるさめスープ とりにく ごま　あぶら　はるさめ はくさい（キムチづけ）ほうれんそう 687 25.6
えだまめフリッター幼①小中② だいずもやし　たまねぎ　チンゲンサイ　 865 31.4
あつあげのごもくに ぎゅうにゅう　あつあげ ごはん　さとう　あぶら たまねぎ　にんじん　たけのこ 520 22.2
こまつなのじゃこいため ぶたにく　うずらのたまご いんげん　こまつな　キャベツ 637 26.7
みかん ちりめんじゃこ とうもろこし　みかん 830 33.4
キーマカレー ぎゅうにゅう　ぶたにく　チーズ ナン　じゃがいも　あぶら　 たまねぎ　にんじん　グリンピース 539 22.5
コールスローサラダ コーンドレッシング りんご　キャベツ　とうもろこし 663 26.9
チーズ にんにく 836 33.3
しろみざかなのこうそうフライ ぎゅうにゅう　ハム　えび ごはん　バター　あぶら たまねぎ　にんじん　ピーマン 544 21.9
コンソメスープ しろみざかな（ホキ） じゃがいも　ゼリー にんにく　キャベツ 656 25.7
ブルーベリーゼリー ベーコン 847 32.3
きつねうどんのしる ぎゅうにゅう　あぶらあげ うどん　あぶら　さとう にんじん　しいたけ　たまねぎ 566 19.8
だいがくいも　幼③小④中⑤ とりにく　こんぶ さつまいも　ごまあぶら ほうれんそう　キャベツ　こまつな 672 24.4
しおこんぶあえ 819 29.3
とりにくときのこのうまに ぎゅうにゅう　とりにく ごはん　さとう　あぶら ごぼう　にんじん　いんげん 505 19.8
わかさぎフリッター幼小②中③ かまぼこ　わかさぎ しらたき　エリンギ　ほうれんそう 615 23.7
おひたし しめじ　れんこん　しょうが　キャベツ 821 30.1
はっぽうさい ぎゅうにゅう　ぶたにく　えび ごはん　あぶら　かたくりこ しょうが　はくさい　たまねぎ 473 23.0
くろぶたさといもパオズ幼①小中② いか　パオズ　かいそう しおドレッシング ねぎ　にんじん　しいたけ 621 31.0
かいそうサラダ とうもろこし 795 37.4
あきのみかくシチュー ぎゅうにゅう　とりにく　 パン　さつまいも　くり たまねぎ　にんじん　しめじ 542 20.2
ミートボール幼①小②中③ ミートボール あぶら　バター　こむぎこ キャベツ　とうもろこし 653 24.5
コールスローサラダ コーンドレッシング 862 31.4
ハヤシライス ぎゅうにゅう　とりにく ごはん　あぶら　じゃがいも たまねぎ　にんじん　にんにく 510 21.1
ゆでやさいサラダ パリッシュ（こざかな） バター　イタリアンドレッシング マッシュルーム　しょうが 632 24.7
パリッシュ ブロッコリー　とうもろこし 824 30.1
ポークビーンズ ぎゅうにゅう　ベーコン　だいず パン　さとう　あぶら　じゃがいも にんにく　たまねぎ　にんじん 523 18.8
グリーンサラダ ぶたにく　 イタリアンドレッシング ピーマン　トマト　キャベツ 677 24.0
くりのムース ムース ブロッコリー　えだまめ 841 29.3
ユーリンチー ぎゅうにゅう　とりにく ごはん　あぶら　さとう ねぎ　しょうが　にんじん　もやし 488 22.0
もやしのちゅうかサラダ ベーコン　たまご かたくりこ　ごまあぶら こまつな　たまねぎ　にんにく 616 26.8
かふうスープ ナムルドレッシング きくらげ　にら　チンゲンサイ 808 33.7
あつやきたまご ぎゅうにゅう　あつやきたまご ごはん　あぶら　さとう だいこん　にんじん　しいたけ 495 20.8
きりぼしだいこんのいために ぶたにく　あぶらあげ　ちくわ ごまあぶら　じゃがいも　 たまねぎ　いんげん 628 26.1
じゃがいものみそしる わかめ　 820 31.9
とりにくのバーベキューソースやき ぎゅうにゅう　とりにく パン　さとう　ごま　マカロニ にんにく　りんご　たまねぎ 518 23.3
ABCスープ ベーコン　ひじき ごまドレッシング にんじん　キャベツ　ごぼう 646 26.8
ごぼうサラダ いんげん 828 33.6
チキンカレー ぎゅうにゅう　とりにく ごはん　じゃがいも　あぶら にんじん　にんにく　たまねぎ 513 19.0
やさいサラダ たまねぎドレッシング グリンピース　ブロッコリー 664 24.2
ふくじんづけ とうもろこし　ふくじんづけ 867 30.2
しせんふうみそラーメンのスープ ぎゅうにゅう　ぶたにく ちゅうかめん　あぶら　ごま しょうが　にんにく　にんじん 609 20.7
はるまき なると　はるまき ごまあぶら　はるさめ　 もやし　ねぎ　とうもろこし 696 23.8
ちゅうかサラダ ちゅうかドレッシング キャベツ　こまつな　 880 29.1
ぶたキムチ ぎゅうにゅう　ぶたにく ごはん　あぶら　さとう しょうが　にんにく　にんじん 478 18.5
ねぎしおまんじゅう幼①小中② ねぎしおまんじゅう　のり ごま　しおドレッシング にら　はくさい（キムチづけ） 643 24.9
チョレギサラダ わかめ キャベツ 819 29.7
ちくぜんに ぎゅうにゅう　とりにく　いわし ごはん　あぶら　さといも ごぼう　れんこん　にんじん 573 26.0
いわしのみぞれに さとう　ごま いんげん　こんにゃく　もやし 677 29.1
たくあんあえ だいこんづけ　ほうれんそう 853 34.4
やきそば ぎゅうにゅう　ぶたにく　 パン　やきそばめん　あぶら にんじん　キャベツ　たまねぎ 502 22.8
すりみチーズロール あおのり　すりみチーズロール わふうドレッシング ほうれんそう　もやし 643 28.7
ほうれんそうのサラダ 825 34.8
かぼちゃひきにくフライ ぎゅうにゅう　とりにく ごはん　あぶら　さとう にんじん　しょうが　だいこん 545 18.7
やさいのみそしる あぶらあげ ゼリー こまつな　たまねぎ 679 22.3
ラフランスゼリー かぼちゃひきにくフライ 856 26.8
ハンバーグデミソース ぎゅうにゅう　ハンバーグ パン　あぶら　さとう　バター たまねぎ　セロリ　キャベツ 520 20.4
キャベツサラダ ベーコン こむぎこ　イタリアンドレッシング にんじん　グリンピース 641 23.6
コーンポタージュ とうもろこし 833 29.6

◇行事、欠食等については各校のおたよりで確認をお願い致します。  ♢材料の入荷等の都合により、献立の一部が変更になる場合もあります。ご了承下さい。

28 木 こぎつねごはん 牛乳

29 金 こどもパン 牛乳

26 火 ごはん 牛乳

27 水 バターロール 牛乳

22 金 ホットちゅうかめん 牛乳

25 月 ごはん 牛乳

20 水 こどもパン 牛乳

21 木 ごはん 牛乳

18 月 ごはん 牛乳

19 火 わかめごはん 牛乳

14 木 ごはん 牛乳

15 金 はちみつパン 牛乳

8 金 じごなうどん 牛乳

11 月 ごはん 牛乳

7 木 エビピラフ 牛乳

12 火 ごはん 牛乳

13 水 フラワーロール牛乳

5 火 ごはん 牛乳

6 水 ナン 牛乳

4 月 ごはん 牛乳

令和3年度 10月         　　献立予定表 秩父市立荒川共同調理場
　　　　　　　　　　　　　　　　　「　はやね　・　はやおき　・　あさごはん！　」

日 曜

献　　　　　　　　立 食　　品　　の　　働　　き

主　　食 お　　か　　ず ｋcal ｇ

人間は情報の約80％を視

覚から得るといわれていま

す。食事を目で見て楽しむ

ためにも、目を大切にして、

食事前にスマートフォンな

どの電源は切りましょう。

国連によって世界の食料問題を考える日

として制定されました。１人ひとりが協力

し合い、「すべての人に食料を」を実現し、

世界に広がる飢餓などを解決していくこと

が目的です。この機会に食料問題について

家族で話し合ってみませんか。

世界食料デー
10月16日は10月10日は

目の

愛護デー


