
からだのちやにくになるもの からだのちょうしをととのえるもの からだのちからやねつになるもの

あかの食品 みどりの食品 きいろの食品

9/1 木
よしののとりめし わかめとハムのサラダ
きびなごのカリカリフライ さつまじる
パイナップル 牛乳

牛乳 とりにく わかめ ハム
きびなごカリカリフライ
ぶたにく かつおぶし みそ

ごぼう にんにく キャベツ
きゅうり にんじん だいこん
こんにゃく はくさい ねぎ
パイナップル

せいはくまい さんおんとう
しょくぶつゆ ごまあぶら
さつまいも 624 24.9

2 金
ごはん ぶたにくとうずらのしょうゆにこみ
アーモンドサラダ にらとりスープ
ぶんちゃんのこざかなくん 牛乳

牛乳 ぶたにく うずらたまご
とりにく かつおぶし
かたくちいわし

ねぎ しょうが こんにゃく 
キャベツ きゅうり にんじん
たまねぎ だいこん もやし
はくさい えのきたけ にら

せいはくまい さんおんとう
アーモンド しょくぶつゆ 683 31.0

5 月
ごはん 牛乳 とりささみフライ
かみかみきんぴら じゃがいものみそしる
れいとうみかん

牛乳 とりささみ みそ
たまご さきいか あぶらあげ
かつおぶし みそ

れんこん ごぼう たけのこ
にんじん さやいんげん ねぎ
はくさい えのきたけ こまつな 
れいとうみかん

せいはくまい こむぎこ
パンこ しょくぶつゆ しろごま
さんおんとう じゃがいも 690 29.3

6 火

ごはん　牛乳 ももゼリー
マーボーどうふ チンジャオロースー　
ユイミータン(ちゅうかふうコーンスープ)
※オイスターソース使用（マーボーどうふ・チンジャオロースー）

牛乳 ぶたにく みそ とうふ
たまご ハム

にんにく しょうが にんじん ねぎ
ほししいたけ にら たけのこ
たまねぎ ピーマン パプリカ
とうもろこし ちんげんさい

せいはくまい しょくぶつゆ
さんおんとう かたくりこ
ももゼリー 678 28.9

7 水
こめこパン 牛乳 グリルチキン バナナ
コーンサラダ さつまいものチャウダー

牛乳 とりにく ハム 
ベーコン

しょうが にんにく キャベツ
きゅうり にんじん とうもろこし
しめじ エリンギ たまねぎ 
ちんげんさい バナナ

こめこパン さんおんとう
しょくぶつゆ さつまいも
バター こむぎこ

665 30.8

8 木
♪ちょうようのせっく（９月９日）にちなんだメニュー♪
さつまいもごはん 牛乳 ほっけのこうみやき
きっかのおひたし せんべいじる きょほう

牛乳 ほっけ かつおぶし
とりにく

ねぎ しょうが にんにく きくのり
こまつな はくさい もやし ごぼう
にんじん だいこん しめじ 
ちんげんさい きょほう

せいはくまい さつまいも
かやきせんべい

581 27.2

9 金

ごはん ひよこまめのヘルシードライカレー
こまつなとツナのレモンドレッシングサラダ
はくさいとベーコンのスープ 牛乳
ソフールげんきヨーグルト〔代替：りんごゼリー〕

牛乳 ぶたにく ツナ
ベーコン とりにく
ヨーグルト

えだまめ たまねぎ にんじん
セロリ ごぼう えのきたけ
しょうが にんにく こまつな 
キャベツ きゅうり とうもろこし
レモン はくさい パセリ

せいはくまい しょくぶつゆ
ひよこまめ さんおんとう
じゃがいも 681 28.9

12 月
♪じゅうごやメニュー♪
きのこごはん 牛乳 ささかまのいそべあげ
せんだいいもに ずんだだんご きょほう

牛乳 とりにく あぶらあげ
ささかまぼこ あおのり ぶたにく
とうふ かつおぶし みそ

にんじん ごぼう まいたけ 
しめじ だいこん こんにゃく
ねぎ えだまめ きょほう

せいはくまい しょくぶつゆ
さんおんとう てんぷらこ
さといも しらたまだんご

694 26.0

13 火
わかめごはん 牛乳 バナナ
ひじきいりごもくあつやきたまご
しらすとキャベツのあえもの いなかじる

牛乳 わかめ たまご ぶたにく
ひじき かつおぶし しらすぼし
とりにく とうふ あぶらあげ

たまねぎ にんじん こねぎ
ほししいたけ キャベツ こまつな
だいこん ごぼう ねぎ バナナ

せいはくまい しょくぶつゆ
さんおんとう ごまあぶら
じゃがいも 675 26.4

14 水
ミルクパン 牛乳 いかのカレーふうみあげ
トマトたんたんめん はくさいとハムのサラダ
なし

牛乳 いか ぶたにく 
こおりどうふ みそ ハム

しょうが ほししいたけ トマト
もやし にら ねぎ にんにく 
はくさい にんじん とうもろこし
こまつな なし

ミルクパン かたくりこ
しょくぶつゆ ちゅうかめん
さんおんとう しろすりごま
ごまあぶら ねりごま エッグケア

692 30.6

15 木
ごはん わふうサラダ おくずかけ オレンジ
かつおとだいずのオーロラソースあえ 牛乳

牛乳 かつお だいず
わかめ いか あぶらあげ
かつおぶし

しょうが キャベツ きゅうり なす
にんじん ごぼう ほししいたけ
しらたき さやいんげん オレンジ

せいはくまい かたくりこ
しょくぶつゆ さんおんとう
ごまあぶら じゃがいも まめふ 679 28.3

16 金

ごはん プルコギ こまつなとひじきのナムル　
テグタン(かんこくふうたらのスープ) 牛乳
きょうのてつぶんようさんヨーグルト
〔代替：みかんゼリー〕

牛乳 ぶたにく みそ
ひじき たら とうふ
こんぶ ヨーグルト

にんにく しょうが りんごジュース
ねぎ こまつな もやし にんじん
たまねぎ だいこん えのきたけ
ほししいたけ はくさいキムチ
しゅんぎく

せいはくまい しょくぶつゆ
さんおんとう ごまあぶら
じーまーじゃん(ねりごま)
しろごま

655 31.2

19 月

20 火
バターロール 牛乳 とりにくのからあげ
イタリアンサラダ パンプキンポタージュ
みかんゼリー

牛乳 とりにく ハム チーズ
ベーコン なまクリーム

しょうが にんにく キャベツ 
きゅうり にんじん たまねぎ 
パプリカ かぼちゃ パセリ

バターロール かたくりこ バター
しょくぶつゆ さんおんとう
せいはくまい みかんゼリー

696 27.4

21 水
ごはん 牛乳 だいこんとツナのあえもの
ぶたにくとじゃがいものあまからに
かきたまじる なし

牛乳 ぶたにく ツナ なると
たまご かつおぶし こんぶ

しょうが だいこん きゅうり
にんじん とうもろこし たまねぎ
ほししいたけ えのきたけ 
ちんげんさい なし

せいはくまい かたくりこ
しょくぶつゆ じゃがいも
さんおんとう エッグケア 702 25.2

22 木
ごはん 牛乳 きんかさばのしおやき
わかめとチキンのあえもの おでん りんご

牛乳 きんかさば わかめ ちくわ
ソフトチキンみずに  がんもどき
さつまあげボール こんぶ 
うずらたまご かつおぶし

キャベツ きゅうり にんじん
だいこん こんにゃく りんご

せいはくまい さんおんとう
ごまあぶら さといも 690 26.1

23 金

26 月
ごはん 牛乳 ぶたにくのなんぶやき
りっちゃんサラダ いものこじる
ぶんちゃんのこざかなくん

牛乳 ぶたにく みそ ハム
こんぶ かつおぶし とうふ 
とりにく かたくちいわし

しょうが キャベツ きゅうり
にんじん とうもろこし ごぼう
ミニトマト こんにゃく だいこん
しめじ ねぎ こまつな

せいはくまい さんおんとう
しろごま くろごま 
しょくぶつゆ さといも 638 29.7

27 火
どんどろけめし 牛乳 あかうおのもみじやき
こまつなのいそあえ みそけんちんじる
きょほう

牛乳 あぶらあげ とうふ 
あかうお のり とりにく 
かつおぶし みそ

ごぼう にんじん ほししいたけ
えだまめ こまつな はくさい
もやし だいこん こんにゃく
ねぎ きょほう

せいはくまい しょくぶつゆ
さんおんとう マヨネーズ
さといも 650 26.7

28 水
ココアパン 牛乳 カレーうどん
いもかりんとう ツナだいずサラダ
パイナップル

牛乳 ぶたにく ツナ
だいず チーズ

にんじん たまねぎ ほししいたけ
ねぎ こまつな にんにく キャベツ 
きゅうり パイナップル

ココアパン うどん カレールウ
しょくぶつゆ さんおんとう
さつまいも みずあめ しろごま 696 25.1

29 木
ごはん 牛乳 さんまのしおやき りんご
ごもくまめ うーめんじる

牛乳 さんま だいず とりにく
こんぶ あぶらあげ
かつおぶし こんぶ

にんじん ごぼう こんにゃく
なす ほししいたけ ねぎ 
こまつな りんご

せいはくまい しょくぶつゆ
さんおんとう うーめん
かたくりこ

692 27.9

30 金
キャロットライス 牛乳 りんごゼリー
スパイシーミートローフ コールスローサラダ
おまめのミネストローネ

牛乳 ぶたにく とうにゅう
たまご ヨーグルト ベーコン 
しろいんげんまめ こなチーズ

にんじん たまねぎ しょうが 
にんにく キャベツ きゅうり
とうもろこし セロリ トマト

せいはくまい バター パンこ
さんおんとう アーモンド
エッグケア オリーブオイル
じゃがいも りんごゼリー

711 28.1

674 28.0

け　い　ろ　う　の　ひ

し　ゅ　う　ぶ　ん　の　ひ

き  ゅ  う  し  ょ  く  の  へ  い  き  ん  え  い  よ  う  か

 ※ざいりょうなどのつごうにより、こんだてないようを へんこうするばあいがあります。

 ※９月
がつ

に行事等
ぎょうじなど

により給食
きゅうしょく

がない学年
がくねん

は以下
いか

の通
とお

りです。 

 ☆ 9月
がつ

13日
にち

 火曜日
かようび

　６年生
ねんせい

 陸上記録会
りくじょうきろくかい

 ☆ 9月
がつ

14日
か

 水曜日
すいようび

～15日
にち

 木曜日
もくようび

　４年生
ねんせい

  泉ヶ岳宿泊学習
いずみがたけしゅくはくがくしゅう

　

 ☆ 9月
がつ

21日
にち

 水曜日
すいようび

　６年生
ねんせい

 陸上記録会予備日
りくじょうきろくかいよびび　

♪９月
がつ

２９日
にち

 木
もく

曜日
よ う び

の 『さんまの塩焼
し お や

き』 について♪

 アレルギー用
よう

の詳細献立表
しょうさいこんだてひょう

に『さんまの蒲焼
か ばや

き』と誤
あやま

って記載
き さい

してしまいましたが

 正
ただ

しくは、筒切
つ つぎ

り(骨付
ほ ねつ

き)のさんまを使用
し よう

した『さんまの塩焼
し おや

き』になります。
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日
曜
日

こ　　ん　　だ　　て　　め　　い

ざ　　　い　　　り　　　ょ　　　う  

エ
ネ
ル
ギ
ー

 

た
ん
ぱ
く
質

（ 印はスプーンもあった方がよい日です ）

( kcal ) ( g )
ぎゅうにゅう

とうふ さかな
やさい くだもの

パン
いも

あぶら
ごはん

９月の給食に使う旬の食材

にく

さつまいも・きょほう・きく・なす・さんま

えだまめ・さといも・なし・りんご・かぼちゃ など

きゅうしょくの

さんまのしおやき


