
・べつかいぎゅうにゅう

野付産ほたて・じゃが芋・アスパラ・人参・にんにく・醤油・粗びき
こしょう・コンソメ・オリーブ油

・ほたてのガーリックソテー

鶏肉・塩・こしょう・粒マスタード・からし粉・エッグケアマヨネー
ズ・粉チーズ・白ワイン

こんにゃく・さつま揚げ・人参・竹の子・米
油・醤油・三温糖・本てり・かつお節

・ほうれんそうととうふのみそしる

わかめ・玉ねぎ・シャンタン・醤油・塩・こしょう・白ごま

・ホイコーロー
豚肉・きゃべつ・パプリカ・長ねぎ・にんにく・生姜・豆板醤・醤
油・赤味噌・三温糖・酒・甜麺醤・オイスターソース・ごま油・米油

もやし・ほうれん草・糸かまぼこ・醤油・上白糖・米酢・米油

・べつかいぎゅうにゅう・べつかいぎゅうにゅう

・ごはん

・きゃべつとあぶらあげのみそしる

チキン味噌カツ・米油

・れんこんとこまつなのじゃこいため

２３日

・チキンみそカツ

福神漬け

さば・塩・生姜・赤味噌・三温糖・酒・白ごま

３１日

きゃべつ・人参・ハム・からし粉・醤油・上白糖

・いとかまサラダ

・ごはん

スパゲティ・オリーブ油・鶏肉・ベーコン・エリンギ・マッシュルー
ム・玉ねぎ・人参・にんにく・米油・トマト缶・ケチャップ・トマト
スープ・コンソメ・三温糖・塩・こしょう・パセリ

焼きプリンタルト

うどん・豚肉・ほうれん草・人参・長ねぎ・干椎茸・油揚げ・なる
と・醤油・めんつゆ・本てり・塩・かつおだし

きゃべつ・人参・中華くらげ・醤油・上白糖・りんご酢・ごま油

・べつかいぎゅうにゅう

・べつかいぎゅうにゅう

かぼちゃ餅・牛蒡・大根・人参・長ねぎ・干椎茸・鶏肉・かつおだ
し・醤油・めんつゆ・塩

さんま塩こうじ漬け

・もやしとちくわのソテー
もやし・焼き竹輪・丸鶏ガラスープ・
醤油・三温糖・こしょう・米油

・べつかいぎゅうにゅう

・ひじきサラダ

白菜・えのき茸・コンソメ・塩・こしょう・醤油

小魚アーモンド

きゃべつ・人参・きゅうり・茎わかめ・和風ドレッシング

・キャロットサラダ

・コーンスープ
コーン・コーンペースト・玉ねぎ・別海バター・別海牛乳・小麦粉・
コンソメ・塩・こしょう・パセリ

・とりにくのマスタードやき

・かぼちゃパン

２６日

・さけのチャウダー

洋風ポテト餅

３０日
に ち

「のむヨーグルト」は別海町
べ っ か い ち ょ う

集落
し ゅ う ら く

からの提供
て い き ょ う

です。

いつもありがとうございます♪

マヨたまカツ・米油

・カラフルソテー

白菜・油揚げ・かつおだし・白味噌

・ひじきときりぼしだいこんのにもの

きゃべつ・油揚げ・かつおだし・白味噌

・じゃがそぼろ
豚肉・白滝・じゃが芋・人参・グリンピース・生姜・
醤油・三温糖・本てり・米油

ミックスビーンズ（大豆・大福豆・金時豆）・ウインナー・じゃが
芋・玉ねぎ・マッシュルーム・にんにく・トマトピューレ・ケチャッ
プ・ウスターソース・コンソメ・三温糖・塩・醤油・オリーブ油

１０/３０ 今年
こ と し

も別海
べ っ か い

高校
こ う こ う

の野菜
や さ い

が登場
と う じ ょ う

！

ハンバーグ・ケチャップ・中濃ソース・トマトソース・上白糖

・きゅうりのなんばんづけ

・べつかいぎゅうにゅう

中華麺・なると・長ねぎ・もやし・豚肉・白菜・人参・鶏がら・豚
骨・豚骨ラーメンの素

・とんこつラーメン

・ごもくうどん

・わかめごはん　　精白米・炊き込みわかめ ・コッペパン　メープル＆マーガリン

・からしあえ

・ポークチャップ

・はくさいのスープ

２２日

春巻き・米油

・はるまき

・ワインゼリー
ワインゼリー

・さんまのしおこうじやき
・とりとさつまいものにもの

エネルギー：８０１kcal　たんぱく質：３０.３ｇ
脂質：２2.６ｇ

１５日

きゅうり・もやし・醤油・上白糖・ごま油・唐辛子・白ごま

このマークがついた日の
どこかに、型抜きした食材が
２０個だけ入っているよ！

当たった人は、、、
ステキな１日になると

いいですね＊

鮭ボール・ベーコン・人参・玉ねぎ・別海牛乳・別海バター・小麦
粉・コンソメ・塩・こしょう・パセリ

ミートボール・大根・人参・干椎茸・コンソメ・醤油・塩・こしょう

・くりのコロッケ

３０日
・ハヤシライス

鶏肉・さつま芋・生姜・グリンピース・醤油・三温糖・白ごま・米
油・でん粉

・そぼろどん

・べつかいぎゅうにゅう

１８日

・ごはん

１９日１６日
・バターリッチパン・カレーライス

・こんにゃくのおかかに

・ドレッシングあえ

里芋・大根・人参・ごぼう・こんにゃく・豆腐・かつおだし・醤油・
酒・塩・でん粉・米油

えのき茸・人参・ほうれん草・ベーコン・シャンタン・塩・醤油

・まめとウインナーのトマトに

・のむヨーグルト

４日

厚揚げ・大根・かつおだし・白味噌

・こざかなアーモンド

・わかめスープ

・ごはん

・のっぺいじる

２日

・おかかあえ

・こくとうパン

・えのきのスープ

１２日
・ごはん

精白米・豚肉・生姜・酒・本てり・三温糖・赤味噌・醤油・米油・小
松菜・もやし・人参・白ごま

・べつかいぎゅうにゅう

エネルギー：６8７kcal　たんぱく質：2６.２ｇ
脂質：20.２ｇ

・りんご
りんご

・べつかいぎゅうにゅう

　　　１０月のこんだて

１１日

５日１日

・ハロウィンサラダ

＜べつかいきゅうしょく＞

ひじき・コーン・きゃべつ・人参・ツナ・胡麻ドレッシング・
ごま油

小学校低・中・高学年、中学生の月平均の
エネルギー・たんぱく質・脂質を記載しています。

エネルギー：６１８kcal　たんぱく質：２４.６ｇ
脂質：１９.８ｇ

エネルギー：６５４kcal　たんぱく質：２５.５ｇ
脂質：２０.０ｇ

２９日

栗コロッケ・米油

・きつねうどん ・ごはん ・ごはん
・べつかいぎゅうにゅううどん・なると・鶏肉・油揚げ・人参・長ねぎ・干椎茸・めんつゆ・

本てり・醤油・塩・かつおだし・昆布

別高かぼちゃ・ブロッコリー・パプリ
カ・イタリアンドレッシング

れんこん・小松菜・パプリカ・コーン・ちりめんじゃこ・醤油・本て
り・ごま油

精白米・麦・豚肉・別高じゃが芋・人参・玉ねぎ・生姜・にんにく・
ウスターソース・ケチャップ・コンソメ・醤油・赤ワイン・プルーン
エキス・三温糖・ハヤシルウ・カレー粉・カレールウ・米油

・とうふとわかめのみそしる
・べつかいぎゅうにゅう
・はくさいとあぶらあげのみそしる

・いかのなんばんふう

３日

・べつかいぎゅうにゅう
・ようふうポテトもち

・ごぼうサラダ

いか天ぷら・米油・玉ねぎ・醤油・上白糖・りんご酢

・だいこんとぶたにくのにもの
大根・豚肉・人参・いんげん・生姜・米油・かつおだし・醤油・三温
糖・本てり

１７日

ひじき・切干大根・つきこん・人参・さつま揚げ・醤油・三温糖・本
てり・米油

・チキントマトスパゲティ

・しめじとこうやどうふのみそしる

・べつかいぎゅうにゅう

・べつかいぎゅうにゅう

・やきつくね
焼きつくね

・ピーナッツのあまずあえ

豆腐・わかめ・長ねぎ・かつおだし・白味噌

・ごはん

・あつあげとだいこんのみそしる
・べつかいぎゅうにゅう

・やきプリンタルト

ごぼう・人参・きゅうり・ツナ・エッグケアマヨネーズ・ケチャッ
プ・上白糖・醤油・白ごま

・おやこに

しめじ・高野豆腐・かつおだし・白味噌

白菜・人参・かつお節・醤油

ピピピチーズ

１０日

・ちゅうかくらげあえ

・べつかいぎゅうにゅう

・べつかいぎゅうにゅう

・べつかいぎゅうにゅう
・ふくじんづけ

人参・玉ねぎ・ささみ・コーン・米油・粒マスタード・醤油・上白糖・
米酢・塩・こしょう

きゃべつ・パプリカ・ハム・オリーブ油・
コンソメ・醤油・塩・こしょう

８日

精白米・麦・豚肉・じゃが芋・人参・玉ねぎ・生姜・にんにく・米
油・カレールウ

たいいく　　ひ

９日

豚肉・玉ねぎ・ピーマン・塩・こしょう・赤ワイン・ケチャップ・中
濃ソース・醤油・三温糖・でん粉・米油

２５日

・かぼちゃだんごじる

みかん・白桃・パイン・ゼリー（いちご・梨）・白玉

・フルーツしらたま

鶏肉・なると・玉ねぎ・人参・干椎茸・鶏卵・かつおだし・醤油・三
温糖・本てり・米油

・ごはん

麩・玉ねぎ・かつおだし・白味噌

２４日

きゃべつ・にんじん・ピーナッツ・醤油・上白糖・りんご酢

・チーズ　　　　幼小１個・中２個

　　ハヤシライスには「じゃが芋」、ハロウィン
　サラダには「かぼちゃ」を使用します。
　　別海高校の野菜は、できる限り農薬を使用せ
　ずに作られていますよ！

・ミートボールスープ

・マヨたまカツ

・ふとたまねぎのみそしる
・べつかいぎゅうにゅう

ほうれん草・豆腐・かつおだし・白味噌

・さばのみそソースがけ

・ハンバーグソースかけ

ラッキー20

＊別海牛乳がつきます。

体育の日

低 中 高 中
学

お弁当の日

ラッキー20

べんとう ひ

＊別海牛乳がつきます＊

別海町学校給食センター平成３０年度

ラッキー20

ラッキー20

ラッキー20

骨があります。

注意して食べ

ましょう！

骨があるか
もしれませ
ん。注意し
て食べま
しょう。


