
ｴﾈﾙｷﾞｰ 蛋白質 脂質 塩分

力や体温となる 血や肉となる 体の調子を整える kcal g g g

654 25.3 20.9 2.5

798 30.4 23.1 2.9

666 23.2 21.3 2.4

812 26.4 24.0 2.8

647 23.9 22.3 2.0

806 28.3 25.4 2.4

631 23.3 16.3 2.6

771 26.6 17.5 3.0

706 26.2 29.3 2.8

888 31.9 34.5 3.6

650 22.2 19.3 2.0

801 26.2 21.9 2.3

703 25.7 21.8 1.9

870 30.5 24.7 2.2

654 29.1 15.2 2.9

805 34.5 16.8 3.5

675 26.7 21.6 2.3

820 31.4 23.6 2.7

678 25.2 24.6 2.3

838 30.0 28.1 2.7

649 25.7 22.1 2.8

794 30.7 24.7 3.2

700 28.8 25.3 2.7

855 34.5 29.0 3.2

656 23.1 20.9 2.4

841 27.7 25.0 2.9

636 30.4 21.2 2.0

794 36.5 24.2 2.4

658 22.5 22.4 2.9

814 27.7 26.1 3.7

722 27.0 22.8 2.8

888 32.1 26.0 3.4

665 25.0 21.0 2.9

771 28.7 23.7 3.4

664 19.6 23.6 2.2

823 23.2 26.9 2.6

663 25.1 22.6 2.5

801 29.2 24.7 2.9

661 26.8 24.5 2.9

787 31.4 27.0 3.5

上段＝小学生 　8歳から9歳の基準値 650 13～20% 20～30% 2未満

*主な材料には、全ての食材は記載されておりません。詳細をお知りになりたい方はお問い合わせ下さい。 下段＝中学生 12歳から14歳の基準値 830 13～20% 20～30% 2.5未満

*都合により、献立内容が変更になる場合があります。ご了承下さい。 栄養価基準値は、文部科学省「学校給食実施基準」に準ずる。

29 火
ビビンバ
（ごはん）

やきぎょうざ　ビビンバのぐ
ピリからわかめスープ
あんにんどうふ

こめ、こむぎこ、あぶら、
でんぷん、ごま、さとう

千葉県
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しようと、様々
さまざま

な活動
かつどう

が行
おこな

われています。給食
きゅうしょく

でもその一環
いっかん

として「千
ち

産
さん

千
ち

消
しょう

デー」献立
こんだて

を実施
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　　地産地消
ちさんちしょう

とは、地域
ちいき

（地元
じもと

）でとれた食材
しょくざい

を地域
ちいき

（地元
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しょうひ

しようという意味
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です。千葉県
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」として、千葉県
ちばけん

でとれた食材
しょくざい

を

牛乳、とりにく、ベーコン、
いんげんまめ、チーズ、
とうにゅう、ツナ

にんにく、にんじん、たまねぎ、
しめじ、マッシュルーム、
パセリ、きゅうり、キャベツ、
ブロッコリー

30 水 スパゲティ
チキンナゲット　　みかんゼリー
ブロッコリーとポテトのハニーサラダ
きのこクリームソース

スパゲティ、こむぎこ、
あぶら、バター、ゼリー、
じゃがいも、はちみつ、
さとう

さつまいもチップス
ごましゃぶサラダ　　おでん

牛乳、ぶたにく、チーズ、
いんげんまめ、たまご

ガーリックポテト
ミモザサラダ　ハヤシシチュー

こめ、おおむぎ、あぶら、
じゃがいも、さとう、
ルウ

こんにゃく、だいこん、きゅうり、
キャベツ

牛乳、ぶたにく、わかめ、
たまご

キャベツ、にら、しょうが、
だいこん、にんじん、ながねぎ、
にんにく、ほうれんそう、
だいずもやし

牛乳、わかめ、ぶたにく、
とりにく、あぶらあげ、
とうふ、みそ、ベーコン

こんにゃく、ごぼう、にんじん、
だいこん、ながねぎ、
ブロッコリー、にんにく、
たまねぎ

11月
がつ

17日
にち

は千
ち

産
さ ん

千
ち

消
しょう

デー

24 木

こめ、さつまいも、
あぶら、ごま、さとう

牛乳、はんぺん、ちくわ、
タコボール、こんぶ、
うずらたまご、がんも、
ぶたにく

こめ、ごま、さとう、
でんぷん、さといも、
スパゲティ、マヨネーズ、
バター、ゼリー

にんにく、パセリ、たまねぎ、
にんじん、セロリ、しめじ、
トマト、キャベツ、きゅうり

火
コッペパン

（チョコクリーム）

九十九里小 ６年生 リクエスト献立

ちゃめし

１１月分の給食費の支払日は、１１月３０日（水）です。口座振替の方は、預金残高をご確認下さい。

*小学生の栄養価は中学年（3～4年生）のものを表示しています。

九十九里町のホームページでは、献立表と毎日の給食の写真を掲載しています。

22

月

にんじん、はくさい、ながねぎ、
えのき、ほししいたけ、
しらたき、ほうれんそう、
キャベツ

こめ、ごま、さとう、
でんぷん、あぶら

牛乳、アジ、ぶたにく、
とうふ

ちくわのてんぷら
カレーうどんつゆ
ひじきのマヨサラダ

金
たまねぎ、にんにく、しょうが、
ほししいたけ、たけのこ、
にんじん、ながねぎ、
にら、きゅうり、こまつな、キャベツ

めん、てんぷらこ、
あぶら、ルウ、こむぎこ、
バター、さとう、ごま、
マヨネーズ

うどん

にんにく、しょうが、えのき、
にんじん、こまつな、ながねぎ、
みつば、しょうが、きゅうり

11

16 水

金

17

こめ、ミルメーク、ごま、
さとう、あぶら

こめ、さとう、はるさめ、
マカロニ、マヨネーズ、
あぶら

牛乳、サバ、とりにく、
あぶらあげ、みそ、
さつまあげ

１１月予定献立表
　令和４年度 九十九里町学校給食センター

日 曜

15

14

牛乳
主な材料と働き

ぶたどん
（むぎごはん）

7

9 水

1 火

4 金

8 火

2

主菜・副菜・デザート

月

木

たまねぎ、にんじん、にら、
コーン、もやし、キャベツ、
チンゲンサイ、ながねぎ、
しょうが、にんにく、えだまめ

にんじん、たまねぎ、しらたき、
さやいんげん、きゅうり、
コーン、こまつな

牛乳、たまご、ぶたにく、
ひじき、ツナ

めん、こむぎこ、あぶら、
じゃがいも、マヨネーズ、
ゼリー

牛乳、ぶたにく、なると、
わかめ、みそ、ツナ、
たまご

こめ、でんぷん、あぶら、
じゃがいも、さとう、
はるさめ、ごま

チキンライス

ショウロンポウ　ひとくちゼリーりんご
ツナポテトサラダ
みそラーメンスープ

こめ、おおむぎ、パイ、
さとう

主食

ぶたどんのぐ　　いそかあえ
いもとまめのコロコロかりんとう

ちゅうかめん

３しょくそぼろ　　アップルパイ
だいこんのみぞれじる

カレイのにつけ　　マカロニサラダ
ラーメンふうみそしる　ヨーグルト

にんじん、たまねぎ、トマト、もやし、もも、
マッシュルーム、グリンピース、みかん、
ほうれんそう、にんにく、きゅうり、
しょうが、しらたき、パイン

牛乳、とりにく、チーズ、
ぶたにく、たまご

こめ、おおむぎ、バター、
あぶら、ごま、ゼリー、
しらたま、サイダー

ほうれんそうグラタン
やきにくサラダ
しらたまサイダーポンチ

しょうが、にんじん、たまねぎ、
コーン、もやし、こまつな、
ながねぎ、にんにく、きゅうり、
キャベツ

牛乳、カレイ、ぶたにく、
わかめ、みそ、ハム、
ヨーグルト、なると

牛乳、ぶたにく、みそ、
のり、かつおぶし、
だいず

こめ、おおむぎ、あぶら、
さつまいも、でんぷん、
さとう、ごま

たまねぎ、しらたき、にんにく、
しょうが、りんご、ほうれんそう、
にんじん、もやし、
グリンピース

牛乳、ちくわ、ぶたにく、
あぶらあげ、なると、
にぼし、ひじき、ツナ

21

サバのごまだれやき
ごもくきんぴら　みそちゃんこ
ミルメークコーヒー

火 ごはん

アジのあげに　　ごまあえ
すきやきふうに

ごはん18

さつまいもごはん

こめ、こむぎこ、さとう、
でんぷん、はるさめ、
ごま

10

りんご、だいこん、にんじん、
こんにゃく、しめじ、ながねぎ、
しょうが、えだまめ

牛乳、とりにく、なると、
ぶたにく、だいず、
たまご

月

牛乳、エビ、とうふ、
みそ、ぶたにく、
たまご、イトヨリダイ

にんにく、しょうが、にんじん、
ほししいたけ、キャベツ、
もやし、にら、ごぼう、
こんにゃく

こめ、さつまいも、ごま、
てんぷらこ、あぶら、
さとう、ムース

ごはん

牛乳、とりにく、イワシ、
サバ、とうふ

にんじん、たまねぎ、コーン、
チンゲンサイ、えだまめ、
キャベツ、きゅうり、ながねぎ

牛乳、たまご、ベーコン、
あさり、ひじき、ハム、
チーズ

たまねぎ、にんじん、パセリ、
きゅうり、キャベツ、コーン

オムレツ（ケチャップ）
ひじきとクルミのサラダ
クラムチャウダー　アセロラミルクゼリー

パン、チョコレート、
じゃがいも、こめこ、
バター、さとう、くるみ、
ゼリー、あぶら

25 金

牛乳、ぶたにく、だいず、
ウィンナー、ハム、
カタクチイワシ

むぎごはん28

ごはん

エビシュウマイ　はるさめサラダ
マーボーどうふ

月
３しょくそぼろどん
（むぎごはん）

木
あまからとりてん
きゅうりのあさづけ
つみれじる　お米のムース（みかん）

水 むぎごはん
イカリングフライ
コーンサラダ　　チキンカレー

こめ、おおむぎ、パンこ、
あぶら、じゃがいも、
ルウ、さとう

にんにく、セロリ、にんじん、
たまねぎ、ごぼう、きゅうり

ごはん
おからコロッケ
プルコギ　とうふとねぎのみそしる

こめ、パンこ、あぶら、
さとう、ごま、はるさめ

牛乳、イカ、とりにく、
レバー、いんげんまめ、
スキムミルク、わかめ

キャラメル
あげパン

ごぼうサラダ　こざかないもケンピ
ポークビーンズ

パン、あぶら、さとう、
ミルメーク、じゃがいも、
ごま、マヨネーズ、
さつまいも

にんにく、しょうが、たまねぎ、
にんじん、しめじ、りんご、
コーン、きゅうり、キャベツ

牛乳、おから、とうふ、
あぶらあげ、わかめ、
みそ、ぶたにく

にんじん、ほししいたけ、
ながねぎ、こまつな、にんにく、
りんご、たまねぎ、パプリカ、
ピーマン、にら

ごはん
あつやきたまご
こまつなとひじきのサラダ
にくじゃが

千産千消デー

いい歯の日

学校給食用食材放射性物質検査の実施について(１０月６日実施)
チンゲンサイ（茨城県産） 検出せず 人参（北海道産） 検出せず


