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血や肉や骨になる食品 熱や力のもとになる食品 体の調子を整える食品

（あか） （きいろ） （みどり） (kcal) （ｇ）

牛乳　 米 にんにく　しょうが　にんじん　たまねぎ
ぶた肉 あぶら　こめ粉 ｷｬﾍﾞﾂ ﾏｯｼｭﾙｰﾑ　ｽﾞｯｷｰﾆ　ｾﾛﾘ
とり肉 バター なす　きゅうり　さやいんげん　ﾚｰｽﾞﾝ
だいず ごまペースト 赤ﾋﾟｰﾏﾝ　ﾎｰﾙｺｰﾝ　えだまめ　なし
牛乳 米　あぶら しょうが　レモン　キャベツ　
モウカサメ でんぷん　さとう もやし　たまねぎ　にんじん　しめじ　
とり肉 ごま とうがん　ねぎ
あぶらあげ こめ粉 こまつな　
牛乳 うどん たまねぎ　しょうが　
とり肉 さとう にんじん　ねぎ
あぶらあげ じゃがいも　 こまつな
あおのり ごま りんご
牛乳　こんぶ 米　さとう　 キャベツ　もやし　
けずりぶし　かつお ごま　あぶら　 こなつな
みそ　あおのり　とうふ でんぷん たまねぎ
わかめ　あぶらあげ さとう きょほう
牛乳　あぶらあげ 米　もち米 ごぼう　しいたけ　にんじん
とり肉 くり　あぶら だいこん　ねぎ
とうふ こんにゃく キャベツ　こまつな
みそ さつまいも　さとう なし
牛乳　とり肉 うどん　 たまねぎ　にんじん　えのきたけ
あぶらあげ くず粉　しらたま粉 こまつな　しめじ　しいたけ
たまご　ツナ じょうしん粉 キャベツ　もやし　きゅうり　レモン
きなこ さとう　 かぼちゃ
牛乳 米 しょうが　ねぎ　はくさい
さんま あぶら　でんぷん きゅうり　にんじん　
とうふ さとう たまねぎ　えのきたけ
きざみのり ごま ほうれんそう　プルーン
牛乳　さけ　 米 しょうが　にんにく　たけのこ
みそ　けずりぶし はちみつ　 干ししいたけ　にんじん
とり肉 じゃがいも たまねぎ　こまつな
とうふ あぶら りんご
牛乳 スパゲティ　あぶら セロリ　にんにく
ぶた肉 こむぎ粉 たまねぎ　にんじん　ホールトマト
だいず さとう ピーマン　キャベツ　きゅうり　
粉チーズ バター ホールコーン　なし
牛乳 食パン にんにく　パセリ　しょうが
チーズ　たら マーガリン　あぶら たまねぎ　にんじん　エリンギ
ぶた肉 じゃがいも　でんぷん キャベツ　ホールコーン
レンズ豆 さとう　 こまつな
牛乳 米 にんにく　たまねぎ　たけのこ
とり肉 あぶら　さとう 干ししいたけ　キャベツ
えび　たまご はるさめ　でんぷん きゅうり　にんじん　
小いわし　あおのり ごま しょうが
牛乳　 ミルクパン たまねぎ　にんじん
ぶた肉　ピザチーズ バター マッシュルーム　パセリ
えび　 じゃがいも にんにく　エリンギ
いか あぶら ホールトマト
牛乳 米　はるさめ しょうが　キムチ　ねぎ　にら
ぶた肉　とり肉 ごま にんにく　たまねぎ　にんじん　
とうふ あぶら きくらげ　キャベツ
わかめ さとう 赤ピーマン
牛乳　かいそうミックス 米 干ししいたけ　たけのこ　にんじん
けずりぶし　ぶた肉　 ごま ほうれんそう　きゅうり
あぶらあげ　たまご あぶら もやし　たまねぎ
みそ　わかめ　とうふ さとう ゆかり
牛乳 チョコチップパン　米粉 にんにく　たまねぎ
たまご　ベーコン　 バター　さとう　あぶら にんじん　パセリ
ぶた肉　レンズまめ ｱｰﾓﾝﾄﾞ粉　こむぎ粉 キャベツ　きゅうり
生クリーム はちみつ　じゃがいも ホールコーン
牛乳　とり肉 うどん　あぶら ごぼう　にんじん
あぶらあげ　いか　 じゃがいも だいこん　ねぎ
小町えび　けずりぶし やまといも こまつな　キャベツ
たまご　あおのり こむぎ粉 みかん
牛乳 米　あぶら たまねぎ　ごぼう　にんじん
とり肉　ぶた肉 こんにゃく だいこん　ねぎ　レモン
こうやどうふ　たまご じゃがいも パイン缶　みかん缶
みそ　とうふ　かんてん さとう もも缶
牛乳　ハム　ソーセージ 米　 にんにく　セロリ　たまねぎ
えび　ぶた肉　　 あぶら　こむぎこ ホールトマト　赤ピーマン　ピーマン
たまご　 バター にんじん　しょうが　キャベツ
生クリーム さとう こまつな　レモン　りんご
牛乳 ナン にんにく　セロリ　しょうが
とり肉 じゃがいも　チャツネ たまねぎ　にんじん　ホールトマト

バター　米粉 キャベツ　きゅうり
あぶら　はちみつ かき

＊牛乳は毎日つきます。
＊献立は都合により変更することがあります。御了承ください。
＊エネルギー量、たんぱく質量の数値は、中学年のものです。
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28.4

16 金 ナシゴレン

14 水
スパゲティ

ビーンズソース
フレンチサラダ

梨 （20世紀）
659 23.7

25.4

バンサンスー（春雨サラダ）

小いわしの甘辛揚げ
629 25.7

20 火 ミルクパン
ミートグラタン（ポテト入り）

魚介のスープ
674

おかかごはん
or

ゆかりごはん

五目卵焼き
からしみそあえ

みそ汁
653 28.4

8

　　　さんまのひつまぶし

6 火 冷やしきつねうどん
ポテトの香味和え

りんご（きおう）
647 27.4

21 水 キムチチャーハン
チャプチェ

わかめスープ
604 22.1

22 木

火 ごはん
魚のはちみつ味噌焼き
ポテトのおかかまぶし

豆腐スープ　りんご（つがる）

641

キーマカレー
ハニーマスタードサラダ

柿
624 24.6

29 木 ジャンバラヤ
キャベツスープ
アップルケーキ

668 20.2

さつま汁
カリカリ油揚げのサラダ

梨 （豊水）

614 26.6

15 木 チーズガーリックトースト
たらとポテトのケチャップあえ

野菜スープ
671 28.8

9 金 　　きのこのかき玉うどん
ツナ和え
月見団子

699 28.5

かつおの磯風味
おひたし　みそ汁

巨峰
647 31.8

12 月

月 ごはん
白身魚のレモン風味揚げ

キャベツのごま酢あえ
冬瓜汁

635

令和４年　９月　給食予定献立表

日
曜
日 主食 おかず

使　わ　れ　て　い　る　主　な　材　料 エネル
ギー量

たんぱ
くしつ

変わり漬け
すまし汁
プルーン

677 22.2

7 水 ごはん
（昆布のふりかけ）

2 金 　　　　夏野菜のドライカレー
枝豆入りサラダ

梨 （幸水）
692 21.7

20.4

5

木 栗おこわ

28 水 高野豆腐の卵とじ丼
豚汁

フルーツゼリー
681 26.8

26 月 チョコメロンパン
ビーンズチャウダー
キャベツのサラダ

653 21.9

27 火 けんちんうどん
お好み焼き

みかん （極早生みかん）
616 29.2

今月の給食目標　『時間を守って食べよう』

30 金 　　ナン

インドネシア

インド

十五夜

かんこく

セレクト

給食


