
エネルギー
（ｋｃａｌ）

たんぱく質
（ｇ）

食塩相当量
（ｇ）

中華丼

杏仁豆腐

麦ご飯

鶏肉と小松菜の甘辛和え

さつま汁

みそラーメン

ポテトチーズ春巻き

ファイバードライカレー

コーンサラダ

照り焼きフィッシュごぼうバーガー

キャベツとベーコンのスープ

ヨーグルト

けんちんうどん

みそポテト

麦ご飯

和風おろしハンバーグ

ごま和え

里芋のみそ汁

にんじんピラフ

白身魚のオニオンソース

ブロッコリーのごまドレサラダ

麦ご飯・小松菜とじゃこのふりかけ

肉じゃが

かぶのピリ辛和え

891

15 金

牛乳

精米　麦　ごま油　ちりめんじゃこ　小松菜　食塩　清酒　白ごま

779 30.8 3.6
米サラダ油　豚肉　じゃがいも　玉ねぎ　にんじん　糸こんにゃく
さやいんげん　三温糖　みりん　清酒　しょうゆ

かぶ　きゅうり　にんじん　食塩　しょうゆ　三温糖　穀物酢　ごま油
ラー油　トウバンジャン

校   長　　　   田中　悟

栄養士　　　　庄司　真名実
　　１１月　新座市立第六中学校学校給食献立表

768 29.1 4.0

4.0

精米　麦

5.033.1

26.6

31.8813

米　麦　米サラダ油　鶏肉　にんじん　玉ねぎ　マッシュルーム　セロリー
食塩　こしょう　しょうゆ　バター

ホキ　食塩　こしょう　白ワイン　薄力粉　米サラダ油　玉ねぎ　穀物酢
三温糖　しょうゆ　洋からし

36.8

牛乳

栄  養  価

ブロッコリー　キャベツ　きゅうり　しょうゆ　穀物酢　三温糖　食塩
米サラダ油　白ごま

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

828 31.4

地粉うどん（小麦粉、食塩）　ごま油　鶏肉　大根　にんじん　黒こんにゃく
油揚げ　長ねぎ　清酒　みりん　しょうゆ　食塩

主  な  食  品

精米　麦　米サラダ油　しょうが　にんにく　豚肉　清酒　にんじん　玉ねぎ
キャベツ　たけのこ水煮　干ししいたけ　うずらの卵　いか　しょうゆ　食塩
こしょう　でんぷん　ごま油　穀物酢　小松菜

献　立　名

牛乳　生クリーム　上白糖　ラム酒　粉かんてん　パイン缶詰　白ワイン

3.6785

5

じゃがいも　食塩　薄力粉　でんぷん　鶏卵　なたねサラダ油　清酒　みりん
三温糖　西京みそ

5.2

818

771 27.2 2.7

火

牛乳

3.3

牛乳

精米　麦　食塩　カレー粉　バター　鶏肉　玉ねぎ　にんじん　ごぼう
切干大根　にんにく　しょうが　こしょう　オールスパイス　赤ワイン
三温糖　しょうゆ　ウスターソース　トマトケチャップ　米サラダ油　薄力粉
カレー粉

子どもパン（小麦粉、砂糖、ショートニング、イースト、脱脂粉乳、食塩、他）
メルルーサ　白ワイン　しょうが　しょうゆ　でんぷん　薄力粉
なたねサラダ油　三温糖　みりん　ごぼう　にんじん　穀物酢　マヨネーズ

春巻きの皮　じゃがいも　米サラダ油　玉ねぎ　ベーコン　バター　食塩
こしょう　チーズ　薄力粉　なたねサラダ油

ヨーグルト（乳製品、砂糖、ゼラチン、かんてん、他）

8

木

鶏肉　清酒　しょうゆ　しょうが　にんにく　でんぷん　なたねサラダ油
小松菜　玉ねぎ　にんじん　しょうゆ　三温糖　みりん

平成３１年度

牛乳

曜

金

日

6 水

1

7

金

牛乳

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
小松菜　米サラダ油　白ワイン　食塩　こしょう　しょうゆ

牛乳

牛乳

29.1843

米サラダ油　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　長ねぎ

ホールコーン　キャベツ　にんじん　きゅうり　玉ねぎ　米サラダ油　食塩
こしょう　穀物酢　白ワイン　三温糖

  

13

精米　麦

里芋　油揚げ　長ねぎ　小松菜　みそ

火

月11

牛乳

ほうれん草　にんじん　もやし　しょうゆ　三温糖　白ごま

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　穀物酢　三温糖　しょうゆ　大根

12 3.1

水

【給食費についてのお願い】

１１月の給食費の引き落としは、 １１月５日（火） 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。

１８日（月）からの献立は裏

面にあります。ご覧ください。

新座市イメージキャラクター

「ゾウキリン」

早寝・早起き・朝ごは

んを習慣にしましょう。

生活リズム

〜朝食のとり方を見直そう〜
みなさんは、朝食をきちんと食べていますか？朝食は、栄養を補給

するだけではありません。食べ物を見る、よくかんで食べる、胃に食

べ物が送られるなどの一連の動作で、体が目を覚まします。

朝食の必要性を知り、毎日しっかりと食べてから、元気に登校しま

しょう。



エネルギー
（ｋｃａｌ）

たんぱく質
（ｇ）

食塩相当量
（ｇ）

かてめし

里芋コロッケ

磯の香和え

きのこの和風スパゲティ

野菜スープ

おさつドーナッツ

豚キムチ丼

中華風コーンスープ

ゆかりご飯

ぶりの照り焼き

豚汁

広東麺

ジャンボ揚げぎょうざ

青菜ご飯

さばの竜田揚げ

白菜のみそ汁

はちみつパン

コーンシチュー

ハムサラダ

きつねうどん

ちくわの磯辺揚げ

キャロットオレンジゼリー

麦ご飯

マーボー大根

イカの香味サラダ

チキンカレー

海藻サラダ

807 30.4 3.8

　　　　　地産地消の推進について

　　　　　　　　　　

18 月

牛乳

精米　麦　米サラダ油　ごぼう　にんじん　大根　鶏肉　清酒　油揚げ
干ししいたけ　三温糖　みりん　しょうゆ　小松菜

811 28.1 2.7里芋　米サラダ油　鶏肉　食塩　こしょう　長ねぎ　清酒　しょうゆ　みりん
薄力粉　鶏卵　パン粉　なたねサラダ油

ほうれん草　キャベツ　にんじん　しょうゆ　みりん　刻みのり

　　１１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

海藻ミックス　サラダこんにゃく　にんじん　キャベツ　もやし　しょうゆ
三温糖　食塩　穀物酢　米サラダ油　ごま油

  

  

29 金

牛乳

858 27.1 3.7

精米　麦　鶏肉　白ワイン　にんにく　しょうが　じゃがいも　にんじん
玉ねぎ　アップルソース　トマトケチャップ　ウスターソース　しょうゆ
薄力粉　米サラダ油　バター　カレー粉　食塩　こしょう　オールスパイス

27 水

牛乳

751 31.8 5.0

にんじん　上白糖　粉かんてん　ゼラチン　みかんジュース　レモン汁

28 木

牛乳

810 28.8 3.9

地粉うどん（小麦粉、食塩）　清酒　しょうゆ　みりん　鶏肉　にんじん
長ねぎ　小松菜　油揚げ　干ししいたけ　三温糖　七味とうがらし

精米　麦

いか　食塩　こしょう　でんぷん　なたねサラダ油　キャベツ　にんじん
ホールコーン　もやし　切干大根　ごま油　米サラダ油　穀物酢　しょうゆ
長ねぎ　ラー油　三温糖

焼きちくわ　薄力粉　鶏卵　青のり　なたねサラダ油

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

26 火

牛乳

はちみつパン（小麦粉、はちみつ、ショートニング、イースト、砂糖、
脱脂粉乳、食塩、他）

778 27.6 4.2

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

米サラダ油　鶏肉　玉ねぎ　にんじん　じゃがいも　ホールコーン
クリームコーン　食塩　こしょう　白ワイン　バター　薄力粉　牛乳
生クリーム　パセリ

25 月

牛乳

精米　麦　米サラダ油　清酒　小松菜　しらす干し　食塩　白ごま　鶏卵

867 30.6

主  な  食  品
栄  養  価

21 木

牛乳

精米　麦　ゆかり　白ごま

795 33.4 2.6

米サラダ油　豚肉　黒こんにゃく　ごぼう　にんじん　大根　里芋　油揚げ
豆腐　小松菜　長ねぎ　みそ

4.0

白菜　にんじん　しめじ　油揚げ　長ねぎ　みそ

さば　清酒　しょうゆ　しょうが　でんぷん　なたねサラダ油

日 曜 献　立　名

ぎょうざの皮　豚肉　キャベツ　にら　長ねぎ　しょうが　にんにく　食塩
こしょう　しょうゆ　オイスターソース　ごま油　でんぷん　薄力粉
なたねサラダ油

19 火

校   長　　　   田中　悟

さつまいも　でんぷん　ベーキングパウダー　三温糖　鶏卵　バター　牛乳
なたねサラダ油

762

22 金

3.8

20 水

牛乳

精米　麦　豚肉　にんじん　玉ねぎ　白菜キムチ　長ねぎ　しょうが　にんにく
米サラダ油　トウバンジャン　テンメンジャン　清酒　しょうゆ　食塩
でんぷん　白ごま

779 31.5 3.8

たけのこ水煮　にんじん　長ねぎ　クリームコーン　清酒　食塩　こしょう
しょうゆ　鶏卵

牛乳

牛乳

蒸し中華麺　米サラダ油　ごま油　しょうが　にんにく　干ししいたけ
たけのこ水煮　豚肉　にんじん　玉ねぎ　もやし　白菜　食塩　こしょう
清酒　三温糖　しょうゆ　小松菜　でんぷん

830 36.0 4.1

28.2

スパゲティ　オリーブオイル　にんにく　マッシュルーム　えのきたけ
エリンギ　ベーコン　玉ねぎ　米サラダ油　白ワイン　食塩　こしょう
バター　しょうゆ　刻みのり

米サラダ油　豚肉　にんじん　玉ねぎ　キャベツ　小松菜　食塩　こしょう
しょうゆ　清酒

ぶり　清酒　しょうゆ　みりん　三温糖　みりん　でんぷん

○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、大根、長ねぎ、ほうれん草、かぶ、

ブロッコリー、ごぼう、さつまいも、里芋、

中旬から：キャベツ、にんじん、白菜

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。

地場産物を食べましょう。

新座市内には多く畑があり、さまざまな農作物がつくられています。第六中学校では現

在２か所の農家さんと契約しており、上記のような野菜等が給食に使われています。

自分たちの住む地域でつくれられる地場産物を知り、生産者の人の努力を身近に感じて

みましょう。また、ぜひ各家庭の食卓にも取り入れてみてください。


