
主食 牛乳 お か ず

651 28.2
830 36.0
650 26.0
830 34.0

牛乳、結び昆布、揚げボール、焼き
竹輪、はんぺん、うずら卵、さわら
のはちみつ味噌漬、豚せん切り肉、
ひじき、油揚げ

ごはん、きび
ざとう、米油

生姜、にんにく、にんじん、たまねぎ、もや
し、ホールコーン、メンマ、キャベツ、長ね
ぎ、チンゲンサイ、りんご

牛乳、豚小間、な
ると、赤みそ、フ
ランクフルト

地粉うどん､米油､きびざとう､で
ん粉､芝麻醤、卵不使用マヨネー
ズ､白すりごま､里芋

牛乳、豚小間、な
ると、厚揚げ、大
豆、あおのり

にんじん、たまねぎ、もやし、木くらげ、は
くさい、さやえんどう、にんにく、生姜、た
けのこ、ピーマン、みかん

牛乳、豚小間、な
ると、うずら卵、
えび、鶏角切り肉

牛乳､豚ひき肉､絞
り豆腐､赤みそ､ﾎﾟｰ
ｸｼｭｰﾏｲ､ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾑ

ごはん､米油､きびざとう､でん
粉､白すりごま､白いりごま､卵不
使用マヨネーズ

20回
※献立は材料の都合で若干変更もあります。
★印は、クラスに１本ずつ配ります。●印は、学校直送です。

今月使用予定の三芳町でとれた食品は、太字で記載してあります。

平均栄養量

基準栄養量

おでん
さわらのはちみつみそ焼き
ひじきの炒め煮
●国産ラ・フランスゼリー

食パン､米油､さつまいも､米粉､
きびざとう､白すりごま､白いり
ごま､卵不使用マヨネーズ

　　　　コーヒー
ミルク、鶏小間、
鶏切り身、まぐろ
油漬け

ごはん、米油、里芋、
きびざとう、白いりご
ま

牛乳､鶏小間､木綿豆腐､赤み
そ､白みそ､花豆コロッケ､ち
りめんじゃこ､糸けずりぶし

にんじん、ごぼう、だいこん、こ
んにゃく、長ねぎ、葉だいこん26 金 ごはん ○

三角こんにゃく、だいこん、干し
しいたけ、えだ豆、ラ・フランス
ゼリー

30 火 ごはん ○

29 月 ごはん ○
マーボー豆腐
ポークシューマイ（２個）
カラフルごぼうサラダ

にんにく､生姜､にんじん､たけの
こ､干しいたけ､長ねぎ､たまねぎ､
えだ豆､ﾎｰﾙｺｰﾝ､ごぼう､きゅうり

三芳産里芋と鶏肉入りみそけんちん汁
花豆コロッケ
三芳産葉だいこんとジャコのふりかけ

牛乳、豚小間、焼き豆腐、
さば西京漬け、炒り大豆、
きな粉

にんじん、しらたき、長ねぎ、は
くさい

中華あんかけ
酢鶏
みかん

ごはん、米油、でん
粉、黒ざとう

にんにく、にんじん、たまねぎ、
マッシュルーム、こまつな、みか
ん缶、パイン缶、ナタデココ

たまねぎ、にんじん、しめじ、長
ねぎ、ごぼう、葉だいこん、さや
えんどう、干ししいたけ

19

25 木 コッペパン ○
三芳産小松菜の豆乳クリｰムスパゲッティ
ロングウインナー
フルーツ入りナタデココヨーグルト

コッペパン、スパゲッ
ティ、米油

牛乳、鶏小間、豆乳、ロン
グウインナー、ヨーグルト

富（とめ）のさつまいも入り石狩汁
三芳産葉だいこんの手作りかき揚げ
豚肉とすき昆布の煮物
　　　（かき揚げ丼のあん）

ごはん､さつまいも､小
麦粉､米油､きびざとう

牛乳、さけボール、木綿豆
腐、赤みそ、白みそ、焼き
竹輪、豚せん切り肉、すき
昆布

24 水 ごはん
○

22 月 ごはん ○
肉豆腐
さばの西京焼き
きなこ豆

ごはん、米油、きびざ
とう

18 木 食パン
ミ
ル
ク

コ
ー

ヒ
ー

みんなの富（とめ）シチュー
チキンチャップ
ごぼツナサラダパンの具

にんにく、たまねぎ、にんじん、
マッシュルーム、パセリ、セロ
リ、生姜、ホールコーン、ごぼ
う、きゅうり

三芳産かぶのみそ汁
豚肉の甘辛揚げ
ひじき入りおひたし

たまねぎ、かぶ、生姜、もやし、
にんじん、ほうれんそう

17

16

キムチ豚汁
さんまのかば焼き
三芳産小松菜と水菜のごま和え

ごはん、米油、じゃが
いも、きびざとう、白
すりごま

金 ごはん ○

カレー南蛮汁
三芳産ほうれんそうの変わり白和え
三芳産里芋の青のりタロビーンズ

にんにく、たまねぎ、にんじん、
長ねぎ、ほうれんそう

牛乳､鶏小間､油揚げ､木綿豆腐､赤み
そ、白みそ、豚肩ロース肉、ショル
ダーハム、ひじき、糸けずりぶし

ごはん、でん
粉、米油、き
びざとう

水 埼玉産
地粉うどん

○

火 ごはん ○

牛乳、豚小間、赤みそ、白
みそ、さんま澱粉つき

にんじん､ごぼう､だいこん､たまね
ぎ､こんにゃく､はくさいキムチ､長
ねぎ､こまつな､水菜､もやし

15 月 ごはん ○

12 金 ごはん ○
三芳産かぶのすりながし
鶏肉のごまだれかけ
秩父かてめしの具

ごはん、でん粉、きび
ざとう、白すりごま、
白いりごま、米油

牛乳、肉団子、鶏切り身、
鶏小間、油揚げ

たまねぎ、かぶ、こまつな、にん
じん、ごぼう、干ししいたけ、糸
こんにゃく、さやえんどう

三芳産里芋と鶏肉のみそ煮
行田ゼリーフライ　　★卓上ソース
にんじんしりしり

ごはん、米油、里芋、
きびざとう

牛乳、鶏角切り肉、赤み
そ、ゼリーフライ、まぐろ
油漬け、炒り卵

生姜、にんじん、ごぼう、たけの
こ、三角こんにゃく、さやいんげ
ん

11 木 ごはん ○

牛乳、鶏小間、油揚げ、赤
みそ、白みそ、おじゃがわ
かさぎフライ、するめい
か、さつま揚げ、型抜き
チーズ

にんじん、だいこん、長ねぎ、ご
ぼう、糸こんにゃく、さやいんげ
ん

三芳産芋の子汁
ほっけの一夜干し
切り干し大根の煮物

わかめごはん、里芋、
米油、きびざとう

牛乳、鶏小間、油揚げ、木
綿豆腐、赤みそ、白みそ、
ほっけの一夜干し

にんじん、だいこん、しめじ、え
のきだけ、切り干し大根、干しし
いたけ、さやえんどう
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10 水 中華麺 ○
三芳産キャベツ入りみそラーメン汁
アメリカンドッグのケチャップｿｰｽかけ
りんご

中華麺、米油、黒ざと
う､ミックスパウダ－､
きびざとう

ほたてのシチュー
ハンバーグのマッシュルームソースかけ
米粉マカロニのツナサラダ

ﾌﾗﾜｰﾛｰﾙ､米油､じゃが
いも､ﾊﾞﾀｰ､小麦粉､き
びざとう､米粉ﾏｶﾛﾆ

牛乳、鶏小間、ほたて、粉
チーズ、ハンバーグ、まぐ
ろ油漬け

にんじん、たまねぎ、しめじ、
マッシュルーム、ホールコーン、
ほうれんそう、セロリ、きゅうり

 9 火 フラワーロール ○

 8
富（とめ）のさつま汁
おじゃがわかさぎフライ
　　　　　　　（小学２個・中学３個）
かみかみきんぴら
【中学のみ】型抜きチーズ

ごはん、さつまいも、
白いりごま、米油、き
びざとう、ごま油

 4 木 ごはん ○
なめこ汁
鶏のから揚げ（小学１個・中学２個）
三芳産葉だいこんともやしのごま和え

ごはん、でん粉、米
油、白すりごま、きび
ざとう

31.2

25.5

851

金 わかめごはん ○

みんなの富（とめ）カレー
厚焼きたまご
三芳やさいサラダ
●お米のﾒｰﾌﾟﾙﾏﾌｨﾝ

ごはん、米油、さつま
いも、きびざとう、米
粉のメープルマフィン

牛乳、鶏角切り肉、厚焼き
たまご、まぐろ油漬け

にんにく、たまねぎ、にんじん、
しめじ、ほうれんそう、セロリ、
ホールコーン、だいこん、キャベ
ツ、水菜

28.4

30.4

923

585

582

657

649

 2 火 ごはん
○

 1
生姜、にんじん、たけのこ、干し
しいたけ、こまつな、パセリ、た
まねぎ、キャベツ、ニラ、にんに
く、長ねぎ、アップルソース

ごはん ○月
ごはん､米油､でん粉､
小麦粉､ごま油､きびざ
とう､白すりごま

三芳産小松菜のそぼろ汁
 小学：ちくわの元気揚げ
 中学：ちくわの２色揚げ（元気・磯辺）
東松山やきとり丼の具

牛乳、豚ひき肉、かまぼ
こ、カットちくわ、あおの
り、豚小間、赤みそ

牛乳、豚小間、木綿豆腐、
赤みそ、白みそ、鶏切り身

にんじん、なめこ、長ねぎ、生
姜、葉だいこん、もやし

639

760

月 ごはん
○

587

656

662

643

612

645

699

755

766

780

924

838

803

771

793

24.0

28.5

24.8

25.8

28.8

28.4

30.1

25.9

28.5

30.7

35.6

27.9

25.7

23.1

29.1

31.8

808

933

849

832

770

889

665

729

686

614

607

709

638

783

41.5

30.5

37.3

39.8

33.3

39.5

31.6

31.1

37.1

34.5

37.1

31.6

41.1

37.4

45.7

34.1

33.8

28.4

36.0

39.2

865

811

860

熱　量 たん白質

(kcal) (g)
小／中 小／中

令和
３年度 11 月 分 学 校

が っ こ う

給 食
きゅうしょく

献 立
こ ん だ て

予 定
よ て い

表
ひょう

三芳町立学校給食センター
食　　品　　名

黄 赤 緑日 曜 こ　ん　だ　て
働く力や熱になる食品 血 や 骨 や 肉 に な る 食 品 体 の 調 子 を 整 え る 食 品

三芳町でも、収穫の秋で

たくさんの野菜が採れてい

ます。食べ物の“いのち”

はもちろん、育ててくれた

人や運んでくれた人、調理

してくれた人など、目に見

えない人たちにも感謝の気

持ちをもって、食事ができ

ると素晴らしいですね。

給食だより

3日(水)町制50+1周年
三芳町らしさ満点! 詳細
は当日のお楽しみ｡

『みんなの○○』シリーズは 7品目アレルゲンフリーです

『みんなの○○』シリーズは 7品目アレルゲンフリーです

和食の日 ごはんにかき揚げをのせて煮物をかける、
“かき揚げ丼”の食べ方がオススメです

学校給食費（11月分） 口座振替日は 11月30日(火)です。 ☆給食費はすべて食材費です。ご理解ご協力をお願いします。

いい歯の日

埼玉県マスコット「さいたまっち」 埼玉県マスコット「コバトン」

東松山市名物の“やきとり”は、鶏肉

ではなく豚のカシラ肉を炭火で焼いて、

辛味の効いたみそ味のタレをつけていた

だくものをいいます。

給食では、豆板醤入りのみそ味の調味

料で豚小間肉を炒めた「東松山やきとり

丼の具」を出します。ご飯にのせて「や

きとり丼」にして食べてみてください。

ゼリーフライという名前ですが、お菓子の

ゼリーを揚げたものではありません。たくさ

んの“おから”が入っているのが特徴で、

じゃがいもやねぎ、にんじんなども入った揚

げ物です。食物繊維が豊富です。

形が小判型であることから「銭フライ」と

呼ばれていましたが、「銭」がなまって「ゼ

リーフライ」になったといわれています。

かてめしは、混ぜるという意味の

「かてる」が語源の料理です。また、

“糅（かて）”には、かさを増す

（量を増やす）という意味もありま

す。米が貴重だったころ、米のかさ

増しをするために野菜の煮物をごは

んに混ぜたのが始まりです。節句に

よく食べられるそうですよ。

埼玉県では、食育月間の6月と収穫の秋の11月を「彩の国ふるさと学校給食月間」とし、地元産の

食材を取り入れた給食による郷土学習を行うなど、地元産食材の一層の活用を図るとともに地元産食

材や郷土食等への理解を通してふるさとへの愛着を深める学校給食活動を推進しています。

今月は、埼玉県の郷土料理を給食に取り入れました。 ※画像はイメージで、実際の給食とは異なります。

1日（月）

東松山市
やきとり丼の具

12日（金）11日（木）

行田市
ゼリーフライ

秩父市
かてめし


