
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 水
よしののとりめし 牛乳 パイナップル
きびなごのカリカリフライ さつまじる 
はくさいとハムのあえもの

牛乳 とりにく みそ
きびなごカリカリフライ
ハム ぶたにく かつおぶし

ごぼう にんにく はくさい
にんじん とうもろこし こまつな
だいこん こんにゃく 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 エッグケア
さつまいも 656 24.6

2 木
ごはん 牛乳 とりささみフライ
きんぴらごぼう のっぺいじる オレンジ

牛乳 とりにく みそ 
たまご ぶたにく とうふ
かつおぶし

ごぼう にんじん たけのこ
こんにゃく えだまめ だいこん
ねぎ こまつな オレンジ

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

668 32.5

3 金
さつまいもごはん 牛乳 ほっけのこうみやき
ごまあえ せんべいじる きょほう

牛乳 ほっけ とりにく
かつおぶし

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

せいはくまい さつまいも
しろすりごま ねりごま
さんおんとう かやきせんべい

598 26.8

6 月
ごはん 牛乳 あかうおのマヨネーズやき
じゃがいもとあぶらふのうまに
わかめととうふのみそしる パイナップル

牛乳 あかうお みそ
とりにく かつおぶし 
わかめ とうふ

たまねぎ パセリ にんじん
こんにゃく グリンピース だいこん
ほししいたけ えのきたけ 
こまつな パイナップル

せいはくまい マヨネーズ
じゃがいも あぶらふ
しょくぶつゆ さんおんとう 646 25.2

7 火
バターロール 牛乳 オレンジ
ぶたにくのアップルソースかけ ツナサラダ
パンプキンポタージュ

牛乳 ぶたにく ツナ
ベーコン なまクリーム

しょうが りんご キャベツ
きゅうり とうもろこし かぼちゃ
たまねぎ パセリ オレンジ

バターロール さんおんとう
しょくぶつゆ バター
せいはくまい

654 28.6

8 水
ケチャップライス 牛乳 
ハーブチキン カラフルサラダ 
ちんげんさいとかぶのたまごスープ

牛乳 ソーセージ とりにく
ハム たまご

にんじん とうもろこし たまねぎ
グリンピース にんにく キャベツ
マッシュルーム きゅうり パプリカ
かぶ ほししいたけ ちんげんさい

せいはくまい バター
オリーブオイル しょくぶつゆ
さんおんとう かたくりこ 628 25.1

9 木
ごはん 牛乳 さばのみそやき オレンジ
きりぼしだいこんのあえもの おくずかけ

牛乳 ノルウェーさば 
せんだいみそ はっちょうみそ
ソフトチキン あぶらあげ
かつおぶし

しょうが ねぎ きりぼしだいこん
にんじん ごぼう きゅうり なす
しらたき ほししいたけ こまつな
オレンジ

せいはくまい さんおんとう
しろごま ごまあぶら
じゃがいも まめふ かたくりこ 679 25.1

10 金

ごはん 牛乳 しおナムル
タッカンジョン(かんこくふうとりのからあげ）

テグタン（かんこくふうたらのスープ）
ソフールげんきヨーグルト〔代替：りんごゼリー〕

牛乳 とりにく みそ
たら とうふ こんぶ
ヨーグルト

にんにく こまつな もやし
にんじん きゅうり 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 ねぎ しょうが
ちんげんさい

せいはくまい かたくりこ
しょくぶつゆ みずあめ
さんおんとう ごまあぶら
しろごま

646 27.0

13 月
ごはん 牛乳 とりにくのにんにくみそやき
やきビーフン ぶたにくとはくさいのスープ
ぶんちゃんのこざかなくん

牛乳 とりにく みそ 
ぶたにく なると 
かたくちいわし

しょうが にんにく にんじん
もやし ちんげんさい ほししいたけ
たけのこ はくさい ねぎ こまつな

せいはくまい さんおんとう
ビーフン ごまあぶら 642 33.7

14 火
わかめごはん 牛乳 ツナいりちぐさやき
こまつなのいそあえ かぶのみそしる りんご

牛乳 わかめ たまご
ツナ のり あぶらあげ
かつおぶし みそ

にんじん ほししいたけ こまつな
ほうれんそう もやし かぶ
えのきたけ はくさい りんご

せいはくまい しょくぶつゆ
さんおんとう かたくりこ
じゃがいも

617 24.5

15 水
あおだいずごはん 牛乳  とりごぼうじる
かつおのオーロラソースかけ オレンジ
いかとはるさめのあえもの

牛乳 あおだいず かつお
いか とりにく とうふ
かつおぶし こんぶ

しょうが もやし きゅうり
にんじん ごぼう たまねぎ 
えのきたけ ちんげんさい
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
はるさめ ごまあぶら しろごま 647 31.2

16 木
ごはん さけのしおやき 
なすとひきにくのピリからいため 牛乳
とうふとたまごのスープ バナナ

牛乳 さけ ぶたにく みそ
とうふ たまご なると
わかめ かつおぶし

なす しょうが にんにく 
ねぎ ほししいたけ たまねぎ
にんじん ちんげんさい バナナ

せいはくまい しょくぶつゆ
かたくりこ 650 28.7

17 金
こめこパン 牛乳 スパイシーミートローフ
りんごドレッシングサラダ 
こめこマカロニのスープ なし

牛乳, ぶたにく とうにゅう
たまご ベーコン とりにく

たまねぎ 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 りんご セロリ
なし

こめこパン さんおんとう パンこ
アーモンド しょくぶつゆ 
じゃがいも こめこマカロニ
ひよこまめ

647 32.9

20 月

21 火
ビビンバ（ごはん・ぶたひきにくのいためもの
・ナムル）牛乳 とうふチゲふう
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 とうふ
かつおぶし みそ ヨーグルト

たまねぎ にんにく こまつな
もやし にんじん えのきたけ
しめじ はくさいキムチ ねぎ
にら

せいはくまい しょくぶつゆ
さんおんとう ごまあぶら
しろごま

667 32.7

22 水
♪じゅうごやメニュー♪

きのこごはん 牛乳 いかのサラサあげ
いものこじる ずんだだんご オレンジ

牛乳 とりにく あぶらあげ
いか とうふ かつおぶし

にんじん ごぼう まいたけ しめじ
しょうが こんにゃく だいこん
ほししいたけ ねぎ えだまめ
オレンジ

せいはくまい しょくぶつゆ
さんおんとう かたくりこ
さといも しらたまだんご 674 27.6

23 木

24 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 りんご 牛乳
はくさいとベーコンのスープ

牛乳 ぶたにく うずらたまご
ベーコン とりにく

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 セロリ はくさい
ちんげんさい りんご

せいはくまい さんおんとう
アーモンド しょくぶつゆ
じゃがいも 669 26.6

27 月
ごはん 牛乳 ぶたにくのなんぶやき
りっちゃんサラダ けんちんじる
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 とりにく
とうふ 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 ミニトマト
だいこん ごぼう こんにゃく
ほししいたけ 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 じゃがいも 622 29.5

28 火
きりぼしだいこんごはん 牛乳
さけのからあげ こまつなとひじきのあえもの
とりにくとこんさいのみそしる

牛乳 ぶたにく あぶらあげ
さけ ひじき とりにく　みそ
とうふ かつおぶし

にんじん きりぼしだいこん もやし
ほししいたけ えだまめ こまつな
にんにく しょうが だいこん
ごぼう こんにゃく しめじ ねぎ

せいはくまい しょくぶつゆ
さんおんとう かたくりこ
ごまあぶら しろごま じゃがいも 615 28.1

29 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 ねぎ
ほししいたけ 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
しょくぶつゆ カレールウ
さつまいも さんおんとう
みずあめ しろごま

691 24.8

30 木
ごはん 牛乳 さんまのかばやき りんご
ごもくまめ にくだんごととうふのスープ

牛乳 さんま だいず 
とりにく こんぶ ぶたにく
とうふ

しょうが にんじん ごぼう
こんにゃく ねぎ はくさい
ほししいたけ ちんげんさい りんご

せいはくまい しょくぶつゆ
さんおんとう かたくりこ 710 29.8

651 28.3
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　　陸上記録会
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で
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の予定通
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のみお弁当
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の日
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になります。
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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・なす・さんま・なし・りんご など

※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。


