
令和4年

八千代町立学校給食センター

たんぱく質 無機質 炭水化物 脂質

１群
魚・肉・卵・豆・豆製品

２群
牛乳・小魚・海藻

３群
緑黄色野菜

４群
その他野菜・きのこ・果物

５群
穀類・いも類・砂糖

６群
種実類・油脂

地産地消　八千代の日こんだて

ごはん　牛乳 牛乳 ごはん

ハ菜丸たまごやき たまご さとう　でんぷん あぶら

キーマカレー とりにく　だいず　レバー にんじん　ピーマン　トマト たまねぎ　しょうが　にんにく　りんご バター 679 25.9

八千代町産ほうすいなし なし 830 29.9

むぎごはん　牛乳 牛乳 むぎごはん

プルコギ ぶたにく あかピーマン　にら たまねぎ　しめじ　しょうが　にんにく さとう あぶら

もやしナムル【ナムルドレッシング】 にんじん もやし
ドレッシング　ごま
ごまあぶら

606 21.2

トックスープ チンゲンサイ　にんじん たけのこ　たまねぎ　ながねぎ　しいたけ こめこ あぶら 746 24.8

ごはん　牛乳 牛乳 ごはん

ハンバーグデミグラスソースかけ とりにく　ぶたにく トマト　 たまねぎ パンこ　さとう バター

ポテトサラダ【ノンエッグマヨネーズ】 にんじん きゅうり じゃがいも ノンエッグマヨネーズ 664 22.7

ぐだくさんみそしる あぶらあげ　とうふ　みそ こまつな　にんじん だいこん　ごぼう　こんにゃく 821 27.5

ひやしサラダうどん

（ひやしうどん　サラダうどんのぐ　ひやしつゆ） あぶらあげ わかめ にんじん もやし　だいこん　 ソフトめん

牛乳 牛乳

とうふのいそべあげ（小２こ　中職３個） とうふ　ぎょにく　たまご のり たまねぎ こむぎこ　でんぷん　さとう あぶら 683 21.1

フローズンヨーグルト（学配） ヨーグルト 893 27.0

ホットドック（きれめいりコッペパン　 コッペパン

フランクフルト　【ケチャップ】）　牛乳 フランクフルト 牛乳

キャベツのカレーソテー にんじん キャベツ　たまねぎ　とうもろこし あぶら 598 24.7

おおむぎのとうにゅうスープ とりにく　ベーコン　とうにゅう ほうれんそう　にんじん たまねぎ おおむぎ　こむぎこ　でんぷん バター 742 30.2

お月見こんだて

ごはん　牛乳 牛乳 ごはん

さばのみりんぼし さば さとう

きんぴらごぼう にんじん ごぼう　こんにゃく さとう ごまあぶら　ごま

つきみじる とりにく　かまぼこ こまつな だいこん　ながねぎ　しいたけ しらたまだんご　さといも 741 25.1

おつきみデザート りんご ゼリー　さとう 868 27.6

ごはん　牛乳 牛乳 ごはん

こまつなまんじゅう（２こ） ぶたにく こまつな　 キャベツ　ながねぎ　たまねぎ　しょうが こむぎこ　さとう ごまあぶら

ジャージャンどうふ ぶたにく　あつあげ　みそ にんじん　あかピーマン　にら キャベツ　たけのこ　しいたけ　にんにく　しょうが さとう　でんぷん あぶら 696 24.6

あんにんどうふ なまクリーム パインアップル　もも　レモン　 ゼリー　さとう 845 28.4

ごはん　牛乳 牛乳 ごはん

いかのガーリックやき いか たまねぎ　にんにく

ごもくビーフン ぶたにく にんじん キャベツ　たまねぎ　しいたけ　 ビーフン あぶら 609 26.1

さつまじる あぶらあげ　とうふ　みそ ごぼう　だいこん　ながねぎ　こんにゃく さつまいも 745 28..9

しょうゆラーメン ぶたにく　なると わかめ にんじん ながねぎ　もやし　たけのこ ちゅうかめん あぶら

牛乳 牛乳

はるまき とりにく にんじん たまねぎ　キャベツ　もやし　たけのこ
はるさめ　さとう　こむぎ
こ

ごまあぶら　あぶら 607 21.5

こんにゃくサラダ かまぼこ こんにゃく　とうもろこし　きゅうり ドレッシング　ごまあぶら 779 26.8

コッペパン　アプリコットジャム　牛乳 牛乳 コッペパン　アプリコットジャム

しろみざかなのレモンバジルやき ホキ　たまご バジル　パセリ レモン　たまねぎ　にんにく　セロリ でんぷん あぶら

イタリアンサラダ ブロッコリー　あかピーマン カリフラワー ドレッシング 624 31.4

ポークビーンズ ぶたにく　だいず にんじん　トマト たまねぎ　マッシュルーム じゃがいも　さとう あぶら 766 37.5

にくみそそぼろごはん

（むぎごはん　にくみそそぼろ） ぶたにく　みそ　だいず しょうが　たまねぎ　 むぎごはん　さとう　 あぶら

牛乳 牛乳

あまずあえ にんじん もやし　キャベツ さとう 614 24.8

チンゲンサイのたまごスープ たまご チンゲンサイ　にら ながねぎ　 でんぷん 758 29.2

ごはん　牛乳 牛乳 ごはん

かつおフライ かつお
パンこ　さとう　でんぷん
こむぎこ

あぶら

ひじきとだいずのにもの さつまあげ　だいず ひじき にんじん こんにゃく さとう あぶら 626 24.4

なすのみそしる あつあげ　みそ なす　たまねぎ　ながねぎ　もやし 775 28.8

ぶたキムチうどん ぶたにく　みそ チンゲンサイ　にら　にんじん
はくさい　たまねぎ　もやし　にんにく
しょうが　りんご

ソフトめん　さとう あぶら

牛乳 牛乳

コーンシューマイ（小２こ　中職３個） たら　とりにく　ぶたにく　たまご たまねぎ　とうもろこし こむぎこ　でんぷん　さとう あぶら 604 21.5

ごぼうサラダ たまご にんじん ごぼう　えだまめ　とうもろこし ドレッシング 804 27.6

しょくパン　牛乳 牛乳 しょくパン

スラッピージョー ぶたにく　だいず にんじん　ピーマン　トマト たまねぎ パンこ　さとう あぶら

グリーンサラダ ブロッコリ－ きゅうり　えだまめ　みかん　ゆず　たまねぎ ドレッシング 648 26.1

あきやさいのポタージュ しろいんげんまめ 牛乳　脱脂粉乳 にんじん たまねぎ　しめじ　マッシュルーム　エリンギ さつまいも オリーブあぶら 799 31.0

カミカミこんだて

ごはん　牛乳 牛乳 ごはん

いわしのかばやき いわし さとう　でんぷん あぶら

きりぼしだいこんのサラダ にんじん きりぼしだいこん　きゅうり ドレッシング 678 22.8

ごまみそしる あぶらあげ　とうふ　みそ にんじん ごぼう　だいこん　しいたけ　こんにゃく　ながねぎ じゃがいも ごま 843 27.1

ごはん　牛乳 牛乳 ごはん

ぎょうざ（小２こ　中職３個） ぶたにく　とりにく にら キャベツ　たまねぎ　ながねぎ　しょうが さとう　こむぎこ　パンこ　でんぷん あぶら　ごまあぶら

はるさめサラダ にんじん きゅうり　もやし はるさめ　 ドレッシング 638 20.0

ちゅうかふうコーンスープ とりにく　たまご チーズ　全脂粉乳 にんじん たまねぎ　しいたけ　とうもろこし さとう　でんぷん 811 24.2

さいたま県の味

きのこいりけんちんうどん とりにく　あぶらあげ にんじん
しいたけ　しめじ　えのきたけ　だいこん
ながねぎ

ソフトめん　さといも あぶら

牛乳 牛乳

みそポテト みそ じゃがいも　さとう　こむぎこ あぶら 719 22.6

れんこんサラダ たまご れんこん　えだまめ　とうもろこし ドレッシング　ごま 924 28.4

コッペパン　クリームゴールド　牛乳 牛乳 コッペパン　クリームゴールド

とりにくのりんごソースやき とりにく りんご さとう

ジェノバマカロニ チーズ バジル たまねぎ　エリンギ　にんにく マカロニ　さとう オリーブあぶら 689 26.8

ミネストローネスープ ベーコン にんじん　トマト キャベツ　だいこん　たまねぎ　にんにく オリーブあぶら 828 31.9

ハヤシライス（ごはん　ハヤシシチュー） ぶたにく にんじん　トマト たまねぎ　にんにく　マッシュルーム ごはん　じゃがいも あぶら

牛乳 牛乳

やさいいりにくだんご（２こ） とりにく にんじん ごぼう　たまねぎ　れんこん　ながねぎ さとう　でんぷん　パンこ あぶら 753 22.2

フルーツゼリーあえ みかん　パインアップル　ナタデココ　アセロラ ゼリー　さとう 910 25.1

※都合により、献立内容が変更になる場合がありますので、ご了承ください。

※この献立表に記載されている食品は、主な材料で調味料やハンバーグ、春巻きなどの加工食品に含まれるアレルゲン等、

   使用食材のすべては記載しておりません。

  （アレルギー対応を受けている児童生徒と保護者の方はアレルギー用予定献立表および加工食品成分表をご確認ください。）

※魚料理については「骨」がある場合がありますので、気をつけて食べてください。

※減塩のため、しょうゆやソース等は使用を控えております。ご協力お願いします。

30 金

29 木

木22

26 月

28 水

栄養価お　も　な　材　料　と　体　内　で　の　働　き

たんぱく質
（ｇ）

20 火

12 月

2 金

エネルギー
（Kcal）

6 火

8 木

5 月

　　　　　　          ９　月　分　献　立　表　  （給食回数19回）

日
曜
日

おもに体をつくる おもにからだの調子を整える おもにエネルギーになる
献　立　名 ビタミン・無機質

7 水

9 金

火27

15 木

21 水

14 水

13 火

16 金

今月は八千代町で栽培された「米(コシヒカリ) 」 「やさい（きゅうり なす ながねぎ 梨）」、

近隣の市町村からは

「さつまいも ごぼう こまつな チンゲンサイ ピーマン あかピーマン れんこん」

を使用しています。
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