
エネルギー
（ｋｃａｌ）

たんぱく質
（ｇ）

食塩相当量
（ｇ）

里芋としめじの炊き込みご飯

アジフライ

和風大根サラダ

麦ご飯・ハッシュドポーク

チキンサラダ

タンメン

ツナポテトぎょうざ

カレーうどん

里芋のから揚げ

ヨーグルト

麦ご飯

魚のねぎマヨ焼き

キャベツのおかか和え

さつま汁

なすのミートソーススパゲティ

わかめのサラダ

麦ご飯・しらすのおかかふりかけ

豚肉とこんにゃくのうま煮

即席漬け

お赤飯・ごま塩

鶏のから揚げ

ごまみそ和え

白玉フルーツ

麦ご飯

和風照り焼きハンバーグ

辛子和え

じゃがいものみそ汁

炊き込みきのこご飯

さばの塩焼き

おろしポン酢和え

みそラーメン

ジャンボいかしゅうまい

焼肉ガーリックピラフ

キャベツとベーコンのスープ

みかんゼリー

846

15 火

牛乳

精米　麦

811 32.8 3.7

鶏肉　豚肉　豆腐　しょうが　米サラダ油　玉ねぎ　鶏卵　食塩　こしょう
でんぷん　しょうゆ　三温糖　みりん　清酒

玉ねぎ　じゃがいも　生わかめ　えのきたけ　油揚げ　長ねぎ　みそ

16 水

牛乳

精米　麦　米サラダ油　ぶなしめじ　まいたけ　えのきたけ　にんじん　油揚げ
鶏肉　切干大根　清酒　みりん　しょうゆ

788 32.6 3.3さば　食塩　清酒

ちくわ（たらすり身、でんぷん、砂糖、食塩、みりん、他）　にんじん　もやし
きゅうり　小松菜　しょうゆ　穀物酢　みりん　大根　三温糖　米サラダ油

校   長　　　   田中　悟

栄養士　　　　庄司　真名実
　　１０月　新座市立第六中学校学校給食献立表

856 32.3 1.8

5.0

精米　麦　豚肉　玉ねぎ　にんじん　ぶなしめじ　しょうが　にんにく
米サラダ油　トマトピューレ　ホールトマト　トマトケチャップ　中濃ソース
赤ワイン　食塩　こしょう　オールスパイス　薄力粉　バター

3.532.3

32.0

34.1778

アルファ化赤飯（もち米、うるち米、小豆、ごま塩）

鶏肉　にんにく　しょうが　食塩　清酒　ごま油　しょうゆ　でんぷん
薄力粉　なたね油

35.4

牛乳

栄  養  価

小松菜　もやし　にんじん　油揚げ　白ごま　みそ　ごま油　三温糖　しょうゆ

蒸し中華麺（小麦粉、食塩、かんすい）　米サラダ油　しょうが　にんにく
豚肉　にんじん　キャベツ　干ししいたけ　もやし　にら　清酒　食塩
こしょう　しょうゆ　ごま油

775 29.2

スパゲティ　米サラダ油　しょうが　にんにく　玉ねぎ　にんじん　セロリー
豚肉　鶏レバー　赤ワイン　食塩　こしょう　大豆　トマトピューレ
トマトケチャップ　中濃ソース　ウスターソース　しょうゆ　薄力粉
バター　チーズ　オールスパイス　ナツメグ　なす　なたね油

主  な  食  品

精米　麦　里芋　なたね油　ぶなしめじ　にんじん　油揚げ　清酒　みりん
しょうゆ

献　立　名

大根　きゅうり　ホールコーン　にんじん　米サラダ油　ごま油　穀物酢
三温糖　しょうゆ　食塩　こしょう　刻みのり　かつお節

3.4814

3

カットわかめ　キャベツ　にんじん　きゅうり　ホールコーン　しょうゆ
三温糖　穀物酢　ごま油　食塩　玉ねぎ　白ごま

4.4

758

769 29.2 3.5

木

牛乳

3.3

牛乳

地粉うどん（小麦粉、食塩）　豚肉　玉ねぎ　にんじん　清酒　食塩
しょうゆ　みりん　カレー粉　長ねぎ　でんぷん　小松菜

精米　麦

里芋　しょうが　にんにく　しょうゆ　でんぷん　なたね油

ぎょうざの皮　ツナ　玉ねぎ　じゃがいも　切干大根　マヨネーズ　しょうゆ
食塩　こしょう　薄力粉　なたね油

米サラダ油　鶏肉　干ししいたけ　黒こんにゃく　にんじん　大根　油揚げ
ごぼう　さつまいも　みそ　小松菜　長ねぎ

8

月

平成３１年度

牛乳

曜

水

日

4 金

2

7

17

11

しゅうまいの皮　鶏肉　豚肉　玉ねぎ　いかすり身　しょうが　清酒　しょうゆ
ごま油　食塩　こしょう　でんぷん

890

白玉もち（もち粉、キャッサバでんぷん、水）　パイン缶詰　みかん缶詰
黄桃缶詰　三温糖　白ワイン

精米　麦　しらす干し　白ごま　ゆかり　かつお節

キャベツ　にんじん　きゅうり　食塩　七味とうがらし　しょうゆ

木

水9

牛乳

豚肉　玉こんにゃく　ごぼう　にんじん　しょうが　にんにく　清酒　みりん
三温糖　しょうゆ　うずら卵　でんぷん

44.9

蒸し中華麺（小麦粉、食塩、かんすい）　米サラダ油　しょうが　にんにく
トウバンジャン　みそ　豚肉　玉ねぎ　キャベツ　もやし　にんじん
ホールコーン　清酒　しょうゆ　こしょう　ラー油　ごま油　にら　長ねぎ

火

牛乳

あじ　にんにく　洋からし　穀物酢　しょうゆ　薄力粉　鶏卵　パン粉
青のり　なたね油

にんじん　もやし　キャベツ　しょうゆ　みりん　かつお節

木

牛乳

牛乳

28.1788

キャベツ　もやし　小松菜　鶏肉　米サラダ油　しょうゆ　穀物酢
こしょう　食塩　玉ねぎ

ヨーグルト（乳製品、砂糖、ゼラチン、寒天、他）

メルルーサ　しょうゆ　三温糖　みりん　清酒　長ねぎ　マヨネーズ　白ごま

10

  

もやし　にんじん　きゅうり　しょうゆ　ごま油　洋からし　三温糖
ちくわ（たらすり身、でんぷん、砂糖、食塩、みりん、他）

3.0

5.4

18 金

牛乳

精米　麦　米サラダ油　にんにく　バター　玉ねぎ　にんじん　食塩　こしょう
しょうゆ　にんにく　豚肉　清酒　しょうゆ

791 27.4 3.9キャベツ　じゃがいも　玉ねぎ　にんじん　ベーコン　マッシュルーム缶詰
小松菜　米サラダ油　白ワイン　食塩　こしょう　しょうゆ

みかんジュース　白ワイン　粉かんてん　上白糖　みかん缶詰

金

牛乳

２１日（月）からの献立は裏面にあります。ご覧ください。

開校４０周年

お祝い献立



エネルギー
（ｋｃａｌ）

たんぱく質
（ｇ）

食塩相当量
（ｇ）

さんまのかば焼き丼

みそけんちん汁

炊き込みキムチチャーハン

ワンタンスープ

ももヨーグルト

くりとさつまいものご飯

ぶりの竜田揚げ

かき玉汁

きなこ揚げパン

ポトフ

小松菜とツナのサラダ

カレーライス

コーンサラダ

マーボー大根丼

春雨サラダ

親子うどん

大学芋

ペペロンチーノ

ハムサラダ

スウィートパンプキンパイ

806 30.8 3.7

　　　　　地産地消の推進について

　　　　　　　　　　

　　１０月　新座市立第六中学校学校給食献立表
平成３１年度 栄養士　　　　庄司　真名実

平均

さつまいも　なたね油　三温糖　水あめ　穀物酢　しょうゆ　黒ごま

783きゅうり　ホールコーン　にんじん　キャベツ　ごま油　穀物酢　しょうゆ
食塩　こしょう　米サラダ油　ハム

  

  

25.7 3.4

スパゲティ　米サラダ油　にんにく　とうがらし　オリーブオイル　ベーコン
食塩　こしょう　しょうゆ　白ワイン

30 水

牛乳

750 28.5 4.5

ぎょうざの皮　さつまいも　かぼちゃ　上白糖　食塩　バター　りんご缶詰
でんぷん　薄力粉　なたね油

地粉うどん（小麦粉、食塩）　鶏肉　にんじん　鶏卵　でんぷん　生わかめ
長ねぎ　小松菜　清酒　三温糖　みりん　しょうゆ　食塩

31 木

牛乳

27 日

牛乳

872 26.9 3.3

ホールコーン　キャベツ　きゅうり　にんじん　米サラダ油　穀物酢　食塩
しょうゆ　白ワイン　こしょう

29 火

牛乳

761 25.0 4.2

精米　麦　豚肉　赤ワイン　米サラダ油　しょうが　にんにく　米サラダ油
玉ねぎ　にんじん　じゃがいも　バター　薄力粉　カレー粉　中濃ソース
ウスターソース　トマトケチャップ　しょうゆ　ターメリック　ガラムマサラ
食塩　こしょう　アップルソース　生クリーム

精米　麦　米サラダ油　トウバンジャン　しょうが　にんにく　干ししいたけ
長ねぎ　豚肉　大豆　にんじん　清酒　しょうゆ　テンメンジャン　みそ
三温糖　大根　でんぷん　にら　ごま油

でんぷん春雨　もやし　にんじん　小松菜　穀物酢　しょうゆ　三温糖
ごま油　洋からし　食塩

25 金

牛乳

ツイストパン（小麦粉、砂糖、ショートニング、イースト、脱脂粉乳、食塩、
他）　なたね油　きなこ　食塩　三温糖

820 31.9 4.1

小松菜　きゅうり　キャベツ　米サラダ油　穀物酢　上白糖　レモン果汁
食塩　こしょう　しょうゆ　ツナ

米サラダ油　鶏肉　白ワイン　にんじん　玉ねぎ　じゃがいも　キャベツ
かぶ　マッシュルーム缶詰　食塩　こしょう　しょうゆ

24 木

牛乳

精米　麦　むき栗　さつまいも　ぶなしめじ　にんじん　油揚げ　清酒
みりん　しょうゆ　食塩

848 32.3

主  な  食  品
栄  養  価

21 月

牛乳

精米　麦　さんま　しょうが　清酒　でんぷん　なたね油　しょうゆ　みりん
はちみつ　三温糖　でんぷん　白ごま

841 27.2 3.0

ごま油　黒こんにゃく　ごぼう　にんじん　大根　油揚げ　豆腐　里芋
長ねぎ　小松菜　みそ

3.8

豆腐　清酒　食塩　しょうゆ　でんぷん　鶏卵　生わかめ　長ねぎ

ぶり　清酒　しょうゆ　しょうが　でんぷん　なたね油

日 曜 献　立　名

米サラダ油　豚肉　清酒　にんじん　長ねぎ　もやし　たけのこ水煮　食塩
こしょう　しょうゆ　しょうが　にら　ワンタンの皮　ごま油

黄桃缶詰　ナタデココ（ナタデココ、砂糖、ぶどう果汁、他）
ヨーグルト（生乳、脱脂粉乳）

校   長　　　   田中　悟

23 水

牛乳

精米　麦　米サラダ油　ごま油　にんにく　しょうが　白菜キムチ（白菜、
大根、唐辛子、にんにく、にんじん、長ねぎ、しょうが、食塩、砂糖、昆布、
他）　豚肉　干ししいたけ　長ねぎ　にら　食塩　こしょう　しょうゆ　鶏卵

791 28.9 4.4

新座市イメージキャラクター

「ゾウキリン」

○埼玉県産の食材・・・牛乳、米、パン、みそ、しょうゆ

○新座市産の食材・・・小松菜、かぶ、ごぼう、里芋、さつまいも

都合により、材料や献立

を変更する場合があります。

ご了承ください。

【給食費についてのお願い】

１０月の給食費の引き落としは、 １０月７日（月） です。

前日までに、口座の残高のご確認をよろしくお願いいたします。

※保護者の方に納入いただいている給食費は、主に食材の購入にあてられ

ています。給食費の円滑な納入について、ご協力をよろしくお願いいた

します。

☆健康な体をつくる食事の仕方☆

■1日３食、栄養バランスよく食べる。

主食、主菜、副菜がそろったバランスのよい食事をしましょう。

■ゆっくりよくかんで食べる。

よくかむと食べ物の消化がよくなり栄養を吸収しやすくなります。

また、脳の満腹中枢を刺激して、食べすぎを防ぎます。


