
◎これまで、詳細献立とアレルギー献立表を別々に発行していましたが、一つで兼ね備えます。

※醤油と酢には小麦成分が含まれております。

※もずく・アーサ・しらすは収穫の際　エビ　カニの混入の可能性があるためアレルギー表示をしています。

※揚げ物に使用する油は、３～４回程度同一の油を使用しています。揚げ油①～④と表示します。

※食品を生産する際、原材料として使用していないにもかかわらず、同じ製造ライン又は同じ製造工場内で生産されている別の製品の

　アレルギー物質が、 微量混入してしまうことがあります。これらについては、記載しておりません。　

※詳しい情報が必要な方、または不明な点がある場合は、給食室（☎978-5230）までお問い合わせください。

※給食を食べる前に、必ず内容を確認してください。

※材料は、天候等により献立を変更する場合があります。

令和2年 10月学校給食だより 県立与勝緑が丘中学校

☎　978-5230
　　

◎アレルギー表示については、使用する食材とアレルギー表示義務のある７品目に★表示し、食品名の後ろ（　　　）内にアレルゲン
を記入しています。

表示義務（特定原材料）７品目

卵　　 乳　　小麦　　落花生（ピーナッツ）　　えび　　そば　　かに

生徒の皆様、保護者の皆様、職員の皆様

わずか６ヶ月（給食提供は４か月１週間）です

が、大変お世話になりました。栄養士は、皆

様の“命”をお預かりする大変なお仕事だと

再認識するとともに、自分の未熟さや環境改

善勉の必要性も痛感した6ヶ月でした。本当

にありがとうございました。 野原 千恵子

国内で消費された食料のうち、国産の占める割合のこ

とを「食糧自給率」といいます。

現在日本の食料自給率は３７％で､残りの７３％は海

外からの輸入に頼っていながら「食品ロス」(食べられ

るのに捨ててしまう食品）が年間で６４３万トン破棄さ

れています。一人一日お茶椀一杯分破棄している計

算になります。

今世界では全ての人が食べられるだけの食料は生

産されているのに、9人に１人が十分に食べられてい

ません。世界食料デーは、世界の一人ひとりと協力し

あい、世界に広がる栄養不良、飢餓、極度の貧困、食

料問題について考え、解決に向けて一緒に行動する

一ヶ月です。皆さんも自分たちにできることを考え、行

動しましょう。

日本では旧暦の８月１５日の

夜を“十五夜”と呼び、月見団子や

すすき、里芋などを供えて、

月見をする風習があります。

この頃の月を「中秋の名月」と

呼んで、昔から日本人は「一番

きれいな月」として眺めていま

した。



秋の香りごはん

お月見汁

鮭の塩焼き

お月見大福

あわごはん

マーボー豆腐

餃子

チョレギサラダ

麦ごはん

豆腐ときのこチゲスープ

八宝菜

春巻き

シナモントースト

ポークビーンズ

ブロッコリーソテー

オレンジ

あわごはん

チータンタン

豚肉の中華風生姜焼き

山菜の中華あえ

くだもの（梨）

麦ごはん

スタミナ丼（豚）

わかめスープ

栄養づけ

カレーうどん

野菜のかきあげ

白菜の和風マヨ和え

くだもの（バナナ）

月5

火6

水7

木8

金9

木綿豆腐　豚肉　豚レ
バー　大豆タンパク　赤み
そ

ごま油　かたくり粉
にんじん　たまねぎ　にら
たけのこ　椎茸　きくらげ

しょうが　にんにく　チリソース　★トウ
バンジャン（小麦）　★テンメンジャン
（小麦）　オイスターソース（かきエキ
ス）　塩　こしょう　★木戸中華料理の
素（小麦）　　　　　ポークブイヨン

★国産豚肉の餃子（小
麦）

米　もちきび

木

金2

1

バナナ

白かまぼこ　★鶏卵（卵）
★小麦粉（小麦）　こめサ
ラダ油

ごぼう　にんじん　たまねぎ
かぼちゃ

塩　 揚げ油②

糸けずり
ごま　さとう　ノンエッグマ
ヨネーズ

はくさい　にんじん　いんげ
ん

★しょうゆ(小麦）　塩

豚肉　　油揚げ　　なると
★うどん（小麦）　かたくり
粉　　こめサラダ油

にんじん　たまねぎ　はくさ
い　パクチョイ　きくらげ　椎
茸　　しめじ　長ねぎ

塩　★カレールウ（小麦）　★マドラス
カレールー（小麦）　★しょうゆ(小麦）
ポークブイヨン　本みりん

カエリ　昆布 さとう
大根　しょうが　キャベツ
にんじん　椎茸

★酢（小麦）　★しょうゆ(小麦）

豚肉　　厚揚げ
くわい　さとう　ごま油　か
たくり粉

たまねぎ　にんじん　にら
たけのこ　しょうが

しょうが　★料理酒(小麦）　★しょうゆ
(小麦）　にんにく　本みりん　塩　ポー
クブイヨン　★トウバンジャン（小麦）

わかめ　絹ごし豆腐　ささ
み

ごま油　かたくり粉
にんじん　長ねぎ　こまつ
な

塩　こしょう　★しょうゆ(小麦）　★鶏骨

米　麦

ロースハム   縁豆はるさ
め

　さとう　ごま　ごま油
わらび　　たけのこ　　きくら
げ　　えのき　にんじん
きゅうり

★しょうゆ(小麦）　★酢（小麦）　塩

鶏肉　★鶏卵（卵）
絹ごし豆腐

かたくり粉
しめじ　にんじん　はくさい
こまつな

★しょうゆ(小麦）　塩　★鶏骨

豚肉 さとう　ごま油
しょうが　にんにく　★しょうゆ(小麦）
本みりん　★料理酒(小麦）　★トウバ
ンジャン（小麦）

ベーコン
スイートコーン　★マーガ
リン(乳)　こめサラダ油

ブロッコリー　にんじん にんにく　塩　こしょう

オレンジ

トマトケチャップ　★デミグラスソース
（小麦）　トマトピューレー　塩　ポーク
ブイヨン

★コッペパン（小麦,乳）
さとう　★マーガリン(乳)

シナモンパウダー

揚げ油①

豚肉　 ★うずら卵（卵）
★えび　　★イカ　ほたて
なると

ごま油　かたくり粉　こめ
油

たけのこ　ヤングコーン　椎
茸　きくらげ　にんじん　た
まねぎ　はくさい　パクチョ
イ

しょうが　にんにく　塩　★料理酒(小
麦）　★しょうゆ(小麦）　オイスターソー
ス（かきエキス）　ポークブイヨン

米　麦

鶏肉　絹ごし豆腐 ごま油
えのきたけ　しめじ　にんじ
ん　にら

★鶏骨　　★キムチの素（小麦）　　★
しょうゆ(小麦）　塩

塩

お芋の大福

鶏肉　油揚げ
米　おし麦　くり
こめサラダ油　ごま

椎茸　しめじ　にんじん
ごぼう　ねぎ

花かつお　塩　★しょうゆ(小麦）　　★
料理酒(小麦）　　本みりん

鶏肉　木綿豆腐　白みそ
赤みそ

里芋
こんにゃく　にんじん　こま
つな

花かつお

鮭

わかめ　焼きのり ごま
キャベツ　もやし　きゅうり
にんじん

★塩ドレッシング（小麦）

調味料主に体をつくる 主にエネルギーの 主に体の調子を
もとになる食品 もとになる食品 整えるもとになる食品

10月詳細献立表（アレルギー）

日 曜日 献立
（赤） （黄色） （緑）

★春巻き（小麦）　サラダ
油

豚肉もも
★ポークビーンズ（小麦）
赤いんげん豆

じゃがいも　さとう　★小麦
粉　★マーガリン(乳)
こめサラダ油

にんじん　たまねぎ　セロ
リー　ピーマン　マッシュ
ルーム

米　もちきび

梨

★

★

★

★

★

★

★



あわごはん

ソーキ汁

豆腐ちゃんぷるー

大根の梅肉和え

キムチらーめん

肉まん

いんげんの中華炒め

オレンジ

なかよしパン

きのこシチュー

魚のピザ焼き

イタリアンサラダ

ジャム（ブルーベリー）

あわごはん

タコライス

もずくのスープ

ゴーヤーサラダ

麦ごはん

魚汁

手作り千草焼き（卵焼き）

きんぴらレンコン

果物（温州みかん）

あわごはん

回鍋肉

アーサ入り中華スープ

バウンスー

スティックタルト

コッペパン

ビーフストロガノフ

お豆とかぼちゃのコロッケ

コーンサラダ

赤ワイン　にんにく　★ホワイトルウ
（小麦,乳）　トマトピューレー　★デミグ
ラスソース（小麦）　★ウスターソース
（小麦）　　　　　　　塩　こしょう　　★鶏
骨

牛肉 さとう　こめサラダ油
たまねぎ　マッシュルーム
しめじ　にんじん　アスパラ
ガス　セロリー

揚げ油③

★コールスロードレッシング（卵）　塩
こしょう

米　もちきび

豚肉 ごま油
たまねぎ　にんじん　キャベ
ツ　椎茸　たけのこ　きくら
げ

塩　しょうが　にんにく　★料理酒(小
麦）　こしょう　★しょうゆ(小麦）　オイ
スターソース（かきエキス）　★テンメン
ジャン（小麦）　★トウバンジャン（小
麦）

豚肉　　★アーサ（エビ,カ
ニ）

ごま油　かたくり粉
にんじん　たまねぎ　えの
きたけ

★しょうゆ(小麦）　塩　こしょう　★木戸
中華料理の素（乳,小麦）　花かつお

月19

火20

★コッペパン（小麦,乳）

金16

月12

火13

水14

木15

スティックタルト

米　麦

★錦糸卵（卵）　ロースハ
ム　　縁豆はるさめ

ごま　ごま油 もやし　にんじん　きゅうり ★しょうゆ(小麦）　★酢（小麦）

★鶏卵（卵）　鶏ひき肉
にんじん　たまねぎ　椎茸
にら

★しょうゆ(小麦）　本みりん　★料理酒
(小麦）　塩　花かつお

温州みかん

カステラかまぼこ（卵抜
き）　豚肉

さとう　ごま　こめサラダ油
ごま油

れんこん　ごぼう　にんじん
こんにゃく　いんげん

★しょうゆ(小麦）　★料理酒(小麦）
しょうが　本みりん　塩　七味唐辛子

★もずく（エビ,カニ）
絹ごし豆腐　　昆布

ねぎ　しょうが ★しょうゆ(小麦）　塩　　　花かつお

ツナ ゴーヤー　にんじん　もやし ★和風ドレッシング (小麦）

ミーバイ　木綿豆腐　わか
め　赤みそ　赤だし

大根　さんとうさい　しょう
が

花かつお

牛肉　豚肉　大豆タンパク
豚レバー　★チーズ（乳）

こめ油
たまねぎ　にんじん　トマト
キャベツ　ミニトマト

にんにく　★チリミックス（小麦）　チリ
ソース　チリパウダー　トマトケチャップ
トマトピューレー　★ウスターソース
（小麦）　塩　こしょう

鶏肉　大豆
★スキムミルク（乳）

スイートコーン　じゃがいも
しめじ　えのきたけ　椎茸
マッシュルーム　にんじん
たまねぎ　パクチョイ

にんにく　★ホワイトルウ（小麦,乳）
塩　こしょう　　★鶏骨

ジャム（ブルーベリー）

米　もちきび

ホキ　★チーズ（乳）
マッシュルーム　たまねぎ
パセリ

ピザソース　トマトケチャップ

ささみ キャベツ　トマト　きゅうり イタリアンドレッシング

豚肉　なると　赤みそ
★中華めん（小麦）　ラー
油　ごま油

★白菜キムチ（小麦）　はく
さい　たまねぎ　にんじん
もやし　きくらげ　にら　長
ねぎ

しょうが　にんにく　塩　こしょう　★キ
ムチの素（イカ）　★木戸中華料理の
素（乳,小麦）　★鶏骨

★ひとくち肉まん（小麦）

★なかよしパン（小麦,乳）

豚肉 こめサラダ油　ごま油
いんげん　たまねぎ　たけ
のこ　しめじ　赤ピーマン

オイスターソース（かきエキス）　★しょ
うゆ(小麦）　★トウバンジャン（小麦）
★料理酒(小麦）　塩

オレンジ

木綿豆腐　豚肉 こめサラダ油　ごま油
にんじん　キャベツ　もやし
からしな

★しょうゆ(小麦）　塩

糸けずり さとう 大根　きゅうり　にんじん 梅肉　★酢（小麦）　塩

豚ソーキ　昆布
にんじん　椎茸　パクチョイ
しょうが　とうがん

★しょうゆ(小麦）　塩　花かつお

米　もちきび

★お豆とかぼちゃのコロッ
ケ（小麦）

赤いんげん豆　　★チー
ズ（乳）　　ロースハム

スイートコーン
キャベツ　にんじん　きゅう
り

★

★

★

★

★

★

★



麦ごはん

豚肉と根菜のみそ汁

魚のもみじ焼き

ひじき炒め

みそラーメン

ジャンボひじき焼売

きゅうりのピリ辛

フルーツ杏仁風プリン

黒米ごはん

中味汁

魚の昆布巻き

千切りイリチー

中華おこわ

かきたまスープ

厚揚げのみそ炒め

フィッシュバーガー

ブロッコリーのポタージュ

コールスローサラダ

グレープフルーツ

沖縄そば

タマナーチャンプルー

カップもずく

梅入りごはん

おでん

イカの照り焼き

トマトリゾット

ガーリックチキン

アスパラソテー

ハロウィンカップケーキ

ベーコン サラダ油
アスパラガス　にんじん
たまねぎ　ヤングコーン

塩　こしょう　★しょうゆ(小麦）

カップケーキ

かのこいか さとう
★しょうゆ(小麦）　本みりん
★料理酒(小麦）　しょうが

ベーコン
米　スイートコーン　★
マーガリン(乳)　さとう

たまねぎ　にんじん　しめじ
エリンギ　マッシュルーム
パセリ　トマト

白ワイン　塩　こしょう
★チキンコンソメ（乳,小麦）　★鶏骨

鶏肉 塩　こしょう　　にんにく

木29

金30

★味付けもずく（小麦,エ
ビ,カニ,イカ）

★しらす（エビ,カニ） 米　麦 うめちり

★鶏肉　ちくわ
★うずらの卵（卵）　厚揚
げ　昆布

大根　にんじん　椎茸　こん
にゃく　いんげん

塩　★しょうゆ(小麦）　しょうが　本みり
ん　花かつお

水28

かまぼこ　豚肉 ★沖縄そば（小麦）　さとう ねぎ
花かつお　豚骨　★鶏骨　　　しょうが
★しょうゆ(小麦）　★料理酒(小麦）
塩　　　　七味唐辛子

豚肉　厚揚げ　ちきあぎ
糸けずり

こめサラダ油　ごま油
キャベツ　にんじん　もやし
にら

塩　★しょうゆ(小麦）

キャベツ　にんじん　きゅう
り

★コールスロードレッシング（卵）
こしょう

グレープフルーツ

火27

★鶏卵（卵）　わかめ　絹
ごし豆腐　　ささみ

かたくり粉 にんじん　こまつな
★しょうゆ(小麦）　塩　こしょう
★鶏骨

厚揚げ　豚肉もも　赤みそ
さとう　こめサラダ油　ごま
油

キャベツ　にんじん　たけの
こ　いんげん　しょうが

★しょうゆ(小麦）　★料理酒(小麦）
七味唐辛子

★白身魚フライ（小麦）
★パーカーハウスパン（小
麦,乳）　サラダ油
ノンエッグマヨネーズ

たまねぎ　ピクルス 　塩　こしょう　　揚げ油④

鶏肉　白花豆　白いんげ
ん豆　★スキムミルク
（乳）

じゃがいも　クリームコー
ン

ブロッコリー　たまねぎ
にんじん　しめじ

★ホワイトルウ（小麦,乳）　白ワイン
塩　こしょう　★鶏骨

スイートコーン　アーモンド
ノンエッグマヨネーズ

月26

豚肉もも　なると　赤みそ
★中華めん（小麦）　ス
イートコーン　ラー油　ごま
油

にんじん　もやし　きくらげ
キャベツ　長ねぎ

★鶏骨　豚骨　しょうが　にんにく　赤
だし　★テンメンジャン（小麦）　★木戸
中華料理の素（乳,小麦）　塩　こしょう

さとう　ごま油 きゅうり　大根 塩　★特濃酢（小麦）　とうがらし

金23

水21

木22

米　麦

フルーツ杏仁風プリン

豚肉もも　木綿豆腐　白
みそ

ごま
にんじん　大根　ごぼう
れんこん　こまつな　しょう
が

花かつお

ホキ　★チーズ（乳） ノンエッグマヨネーズ
赤ピーマン　黄ピーマン
にんじん　パセリ

ひじき　豚肉　大豆
ちきあぎ　油揚げ
★チリメン(エビ,カニ）

こめサラダ油
こんにゃく　にんじん
キャベツ　にら

★しょうゆ(小麦）　本みりん
★料理酒(小麦）　塩　かつおだし

昆布　豚肉　カステラかま
ぼこ（卵抜き）

さとう　サラダ油
大根　にんじん　こんにゃく
いんげん

★料理酒(小麦）　塩　★しょうゆ(小
麦）　本みりん　ポークブイヨン

豚肉　油揚げ 米　もち米　　ごま　ごま油
にんじん　椎茸　たけのこ
ねぎ

にんにく　しょうが　★料理酒(小麦）
★しょうゆ(小麦）　オイスターソース
（かきエキス）　塩　こしょう　ポークブイ
ヨン　花かつお

昆布　ホキ さとう
しょうが　★しょうゆ(小麦）　本みりん
★料理酒(小麦）　★酢（小麦）　花か
つお

米　黒米

豚肉　中身
こんにゃく　椎茸　しょうが
ねぎ

塩　★しょうゆ(小麦）　豚骨　花かつお

★ひじきしゅうまい（小麦）

★

★

★

★

★

★

★

★


