
5ｰ1

22.9 1ｰ2

大山おこわ
ニギスの唐揚げ
みそ汁

牛乳、とり肉、油あげ、
ﾆｷﾞｽ、みそ、豆腐

ごぼう、しいたけ、たけ
のこ、にんじん、いん
げん、ねぎ、わかめ

米、もち米、くり、油、
でんぷん、小麦粉、
じゃがいも

625 26.6

570 25.3 1ｰ2

秋のちらし
寿司

ごまあえ
のっぺい汁

牛乳、鮭、ぶた肉、豆
腐、油あげ

しいたけ、しめじ、えのき、
いんげん、ｷｬﾍﾞﾂ、もやし、
こまつな、にんじん、だいこ
ん、ねぎ

米、さとう、ごま、里
芋、でんぷん 588

黒砂糖パン
魚のﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰｿｰｽかけ
粉ふきいも　ｷｬﾍﾞﾂｽｰﾌﾟ

牛乳、ﾒﾙﾙｰｻ、ぶた肉 ねぎ、しょうが、にんに
く、ﾊﾟｾﾘ、玉ねぎ、にん
じん、ｷｬﾍﾞﾂ、こまつな

黒砂糖ﾊﾟﾝ、油、でん
ぷん、さとう、じゃがい
も

木

金

26

27

月30

牛乳、ちりめんじゃこ、
いか、豆腐、鶏卵

しょうが、にんにく、ねぎ、
ｷｬﾍﾞﾂ、えのき、ほうれん
草、玉ねぎ、にんじん、こま
つな

米、米粒麦、さとう、ご
ま、ごま油、でんぷん 580 29.6

ｾﾛﾘ、にんにく、玉ねぎ、に
んじん、ﾎｰﾙﾄﾏﾄ、ﾋﾟｰﾏﾝ、
ｷｬﾍﾞﾂ、きゅうり、ｺｰﾝ、梨

ｽﾊﾟｹﾞﾃｨ、油、小麦粉、
さとう、ﾊﾞﾀｰ、じゃがい
も

692 23.7

25 水 ごはん
じゃこの佃煮

いかの七味焼き
磯香あえ　かきたま汁

24 火 スパゲティ
ビーンズソース

ポテト入りサラダ
梨

牛乳、ぶた肉、ﾚﾝｽﾞ
豆、ﾁｰｽﾞ

牛乳、さば、みそ、とり
肉、豆腐

しょうが、ねぎ、ｷｬﾍﾞﾂ、も
やし、こまつな、ごぼう、
にんじん、だいこん

米、押し麦、さとう、ご
ま油、じゃがいも 650 27.5 1ｰ1

にんにく、しょうが、ｾﾛﾘ、
玉ねぎ、にんじん、ｷｬﾍﾞ
ﾂ、きゅうり、かいじ

米、油、ﾊﾞﾀｰ、小麦
粉、じゃがいも、ﾏﾝｺﾞｳ
ﾁｬﾂﾈ、、さとう、ごま

748 20.8 1ｰ1
牛乳、ぶた肉、ひよこ
豆

20 金 麦入りごはん
鯖のみそ煮
おひたし　けんちん汁

19 木 カレーライス
ひよこ豆入りサラダ
かいじ

牛乳、ぶた肉、えび 玉ねぎ、しょうが、にんじ
ん、しいたけ、たけのこ、ｷｬ
ﾍﾞﾂ、もやし、にら、みかん
缶、ﾊﾟｲﾝ缶、黄桃缶、りんご

蒸し中華めん、油、さ
とう、でんぷん、くず粉 681 25.9

玉ねぎ、にんじん、しいた
け、いんげん、きゅうり、
こまつな、わかめ

米、押し麦、ごま、油、
さとう、じゃがいも 656 28.6

牛乳、とり肉、鶏卵、
みそ、豆腐

18 水 五目焼きそば 乳ない豆腐

17 火 ごはん
おかかのふりかけ

和風厚焼き卵
舟きゅうり　みそ汁

牛乳、とり肉、油あげ、
きな粉

玉ねぎ、にんじん、しょう
が、ねぎ、こまつな、きゅ
うり、もやし、かぼちゃ

うどん、さとう、ごま、ご
ま油、白玉粉、小麦粉 664 24.9 6ｰ2

にんにく、玉ねぎ、赤
ﾋﾟｰﾏﾝ、ﾋﾟｰﾏﾝ、ﾄﾏﾄ、
ﾎｰﾙﾄﾏﾄ、ﾊﾟｾﾘ、ﾍﾞﾘｰA

米、ﾊﾞﾀｰ、油、じゃが
いも、ﾏｶﾛﾆ、さとう 657 26.5 6ｰ2

牛乳、とり肉、えび、い
か、ﾍﾞｰｺﾝ、ｳｲﾝﾅｰ、ﾚ
ﾝｽﾞ豆

13 金 きつねうどん
もやしときゅうりのｻﾗﾀﾞ
月見団子

12 木 パエリア
ﾚﾝｽﾞ豆とｳｲﾝﾅｰのｽｰﾌﾟ
ぶどうｼﾞｭｰｽｾﾞﾘｰ

牛乳、ぶた肉 しょうが、にんにく、玉ねぎ、
たけのこ、にんじん、ｷｬﾍﾞ
ﾂ、ﾋﾟｰﾏﾝ、きゅうり、梨

米、油、さとう、でんぷ
ん、くず粉、ごま油、ご
ま

616 20.2

にんにく、玉ねぎ、ﾎｰﾙﾄﾏ
ﾄ、なす、ﾋﾟｰﾏﾝ、黄ﾋﾟｰﾏﾝ、
ﾊﾟｾﾘ、にんじん、もやし、ね
ぎ、こまつな

ﾏｰｶﾞﾘﾝﾊﾟﾝ、油、じゃ
がいも、さとう、ﾊﾞﾀｰ、
春雨、でんぷん

633 30.0 6ｰ1
牛乳、ﾒﾙﾙｰｻ、ﾁｰｽﾞ、
ﾍﾞｰｺﾝ、ぶた肉、鶏卵

11 水
チンジャオ
ロース丼

中華サラダ
梨

10 火 マーガリンパン
魚の地中海焼き
じゃがいものバター煮
春雨スープ

牛乳、ぶた肉 玉ねぎ、にんじん、し
いたけ、いんげん、ｷｬ
ﾍﾞﾂ、もやし、こまつな

米、ごま、さとう、じゃ
がいも、ﾏﾛﾆｰ 567 18.1 6ｰ1

しょうが、玉ねぎ、にんじ
ん、れんこん、しいたけ、い
んげん、もやし、きゅうり、わ
かめ、梨

米、油、さとう、ごま

557 19.6
牛乳、とり肉

9 月 わかめごはん
肉じゃが
マロニー入りからしあえ

6 金
鶏肉と野菜の
そぼろ丼

ごま酢あえ
梨

牛乳、ｳｲﾝﾅｰ、ﾁｰｽﾞ、
ﾍﾞｰｺﾝ、ぶた肉、鶏卵

玉ねぎ、しめじ、ﾋﾟｰﾏ
ﾝ、にんじん、ﾋﾟｰﾏﾝ、
チンゲン菜

食パン、じゃがいも、で
んぷん、ごま油、ごま 608 24.6

しいたけ、ねぎ、にんじん、
チンゲン菜、にんにく、しょう
が、玉ねぎ、たけのこ、しめ
じ、もやし、こまつな

米、油、ごま油

601 26.3
牛乳、ぶた肉、鶏卵、
ししゃも、とり肉、豆腐

5 木 ピザトースト
ちんげん菜と卵のｽｰﾌﾟ
ポテトの香味あえ

4 水 チャーハン
焼きししゃも
豆腐入り五目スープ

牛乳、ぶた肉、みそ、
大豆

もやし、にら、にんじん、た
まねぎ、しいたけ、ねぎ、
しょうが、にんにく、巨峰

中華めん、ごま油、
油、さとう 585 28.7

ごぼう、にんじん、だい
こん、ねぎ、冷凍みか
ん

米、さとう、ごま油、
じゃがいも 592 22.8

牛乳、ぶた肉、みそ、
豆腐

3 火 冷やしラーメン
青のりビーンズ
巨峰

2 月
防災給食

五目ごはん
豚汁
冷凍みかん

主
しゅ

　食
しょく

のみ
もの 副

ふく

　　食
しょく 体の血や肉を

つくるもの
体の調子を
ととのえるもの

体の熱や力に
なるもの
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９月のこんだて

※今月は30日（月）に給食費の引き落

としがあります。未納にならないよう、ご

協力をお願いします。

※9月2日の給食で防災給食を行いま

す。災害時にたき出しで使われる「五目

ごはん」を調理して出します。備蓄食料

を食べてみることによって、災害時の食

へのストレスの軽減につながればと考

えています。


