
9月

日 血や肉になるもの 働く力になるもの 体の調子を整えるもの たんぱく質 脂　質

赤色の食品 黄色の食品 緑色の食品 カルシウム 塩　分

2 ナン 卵　豚肉　 ナン　油　じゃが芋 にんにく　しょうが　玉ねぎ

木 ゆでたまご 大豆　ヨーグルト ひよこ豆　ｶﾚｰﾙｳ　砂糖 セロリー　人参　なす　トマト 35.3g 30.9g

夏野菜のキーマカレー 牛乳 ﾅﾀﾃﾞｺｺ　ｾﾞﾘｰ パイン　みかん　ブルーベリー 587mg 2.9g

3 冷やし中華めん たこ　えび　いか　卵　 中華めん　油　砂糖　ごま キャベツ　コーン　人参　ねぎ

金 海鮮お好み揚げ 青のり　ハム　錦糸玉子 ごま油　小麦粉 しょうが　にんにく　しいたけ 29.1g 21.1g

ごまだれスープ かつおぶし　わかめ　ジョア はちみつレモンゼリー もやし　小松菜　きゅうり　 354mg 3.3g

6 ご飯 豚肉　油揚げ　豆腐 米　ごま油　 しょうが　ねぎ　人参　玉ねぎ

月 豚しょうが焼き みそ　鶏肉　ひじき 油　ウエハース キャベツ　えのき　ごぼう　れんこん 32.7g 26.2g

キャベツのみそ汁 大豆　生揚げ　牛乳 砂糖 こんにゃく 689mg 2.7g

7 ご飯 赤魚　鶏肉　 米　ごま　でん粉　 しょうが  しいたけ　人参　　

火 赤魚香味揚げ 生揚げ　のり 油　里芋　 大根　ごぼう　こんにゃく　ねぎ 32.9g 21.6g

鶏五目汁 牛乳 小松菜　キャベツ　もやし 353mg 2.6g

8 黒糖パン 鶏肉　チーズ　ベーコン 黒糖パン　オリーブ油 にんにく　りんご　セロリー

水 鶏肉のカレーチーズ焼き ツナ じゃが芋　キラリもち麦 玉ねぎ　人参　キャベツ　トマト　 33.4g 26.9g

もち麦入りミネストローネ 牛乳　ヨーグルト ﾏｶﾛﾆ　ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ もやし　きゅうり　しめじ　コーン 527mg 3.0g

9 ご飯 鮭　みそ　 米　ﾏﾖﾈｰｽﾞ　ｵﾘｰﾌﾞ油 玉ねぎ　にんにく　ｾﾛﾘｰ　人参　しめじ

木 鮭マヨネーズ焼き 鶏肉　豚肉 じゃが芋　油　砂糖 えのき　小松菜　しょうが　もやし 34.7g 24.1g

塩こうじスープ 牛乳 でん粉 ｺｰﾝ　ｷｬﾍﾞﾂ　赤ﾋﾟｰﾏﾝ　ﾋﾟｰﾏﾝ 302mg 2.1g

10 玄米入りご飯 餃子　豚肉　 米　発芽玄米　油　砂糖 にんにく　しょうが　しいたけ　なす

金 揚げ餃子 大豆　豆腐 ごま油 人参　たけのこ　にら　ねぎ　 28.1g 26.1g

麻婆豆腐 牛乳 でん粉　杏仁豆腐 みかん　黄桃　パイン　りんご 575mg 2.3g

13 ご飯 白糸だら竜田　鶏団子 米　油　 人参　大根　白菜　

月 白糸だらの竜田揚げ 豆腐　油揚げ　豚肉 ごま油　砂糖　 えのき　ねぎ　 31.0g 20.0g

ちゃんこ汁 牛乳 ごま ごぼう　こんにゃく 376mg 2.4g

14 ごまひじきご飯 ひじき　肉団子　豆腐　油揚げ 米 人参　大根　

火 肉団子② みそ　おしゃべりみそ　栄養だし ごま　 ねぎ　ほうれん草 30.7g 22.0g

豆腐とわかめのみそ汁 わかめ　かつおぶし　牛乳　チーズ さつま芋 キャベツ　もやし　 662mg 2.9g

15 ご飯 さば　卵　豚肉 米　でん粉 人参　玉ねぎ　しいたけ　にんにく

水 さばみそ焼き 生揚げ　みそ　 油　ごま　ごま油 にら　しめじ　キャベツ　ねぎ　白菜 34.4g 31.3g

かきたま汁 牛乳　おしゃべりみそ 砂糖 赤ピーマン　ピーマン　しょうが 327mg 2.8g

16 ご飯 鶏肉　卵　ハム　 米　でん粉　 しょうが　にんにく　玉ねぎ　ねぎ

木 油淋鶏（ユーリンチー） ホタテ　豚肉 油　ごま油　　 人参　冬瓜　小松菜　しいたけ 33.2g 21.4g

冬瓜湯（トングァタン） 牛乳 砂糖　ビーフン キャベツ　もやし　コーン 327mg 2.8g

17 冷やしうどん えびシュウマイ　栄養だし うどん　砂糖 しいたけ　しめじ　えのき

金 えびシュウマイ② 卵　鶏肉　わかめ　錦糸玉子 原宿ドッグ 人参　ねぎ 30.8g 23.1g

冷やしうどん汁 かまぼこ　牛乳 ミルメーク もやし　きゅうり　 372mg 4.2g

21 ご飯 メンチカツ　油揚げ　 米　油 ごぼう　大根　人参　枝豆

火 メンチカツ かまぼこ　豚肉 おじゃがもちボール しいたけ　ねぎ　小松菜 31.2g 26.1g

お月見汁 生揚げ　牛乳 じゃが芋　砂糖 玉ねぎ　こんにゃく 332mg 2.4g

22 テーブルロールパン 卵　ﾍﾞｰｺﾝ　ﾁｰｽﾞ　 パン　油　 にんにく　玉ねぎ　ﾋﾟｰﾏﾝ　しめじ　

水 ピザエッグ ｳｲﾝﾅｰ　ｽｷﾑﾐﾙｸ ニョッキ　ベシャメルソース ﾏｯｼｭﾙｰﾑ　ほうれん草　ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ　 35.1g 35.2g

ニョッキいりミルクスープ 牛乳 ドレッシング　生クリーム　 カリフラワー　人参　コーン　みかん 512mg 3.3g

24 キラリもち麦ご飯 豚肉　湯葉 米　キラリもち麦　 ごぼう　こんにゃく　玉ねぎ　しめじ

金 ゆで落花生 かつおぶし 落花生　砂糖　 えのき　ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ　ほうれん草 36.7g 28.3g

豚丼の具 牛乳 人参　もやし　キャベツ 345mg 2.1g

27 ご飯 豚肉　牛肉　大豆　ｽｷﾑﾐﾙｸ　卵 米　パン粉　 玉ねぎ　しめじ　えのき　人参　

木 ハンバーグ和風ソース 栄養だし　高野豆腐　みそ　油揚げ 砂糖　でん粉　 大根　ｷｬﾍﾞﾂ　ねぎ　しいたけ 38.6g 27.0g

高野豆腐のみそ汁 わかめ　鶏肉　牛乳　煮干し 里芋　砂糖 こんにゃく　いんげん 428mg 2.7g

28 ターメリックライス 卵　鶏肉　 米　砂糖　ﾊﾞﾀｰ　ﾎｯﾄｹｰｷﾐｯｸｽ にんにく　しょうが　紅茶

月 かつおぶし 油　ひよこ豆　カレールウ 玉ねぎ　人参　トマト 27.3g 23.4g

サンボル風サラダ ジョア　牛乳 ココナッツミルク　ドレッシング 小松菜　ｷｬﾍﾞﾂ　赤ﾋﾟｰﾏﾝ 737mg 2.1g

29 ソフトフランスパン ほきトマトクリームﾌﾗｲ　 パン　油　ﾏﾖﾈｰｽﾞ 玉ねぎ　人参　枝豆　

火 ほきトマトクリームフライ 豚肉 マカロニ　ドレッシング もやし　ｷｬﾍﾞﾂ　ほうれん草 28.4g 28.4g

コンソメスープ 牛乳 さつま芋　ﾁｮｺクリーム ｷｬﾍﾞﾂ　きゅうり 313mg 2.9g

30 ご飯 鶏肉　みそ　 米　でん粉　 しょうが　大根　人参

水 鶏から揚げ たこボール　豆腐　 油 えのき　小松菜　ねぎ　玉ねぎ　 35.7g 23.5g

たこ団子汁 ベーコン　牛乳 ごま ｷｬﾍﾞﾂ　しめじ　ﾋﾟｰﾏﾝ　赤ﾋﾟｰﾏﾝ 373mg 2.9g

基準栄養量 エネルギー　  830kcal ＊材料の都合により　 エネルギー 821kcal

たんぱく質 　 26～41g 献立を変更することがあります。 たんぱく質 32.5g

脂　　質　　  18～27g 脂　　質 25.6g

カルシウム　　  450mg カルシウム 446mg

塩　　分　  　   2.5g 塩　　分 2.8g

806kcal

チョコクリーム 

〇

763kcal

〇

里芋と鶏肉の煮物

かみかみ煮干し

810kcal

ベーコンとキャベツのマスタード炒め

ベーコンとキャベツのマスタード炒
めは、粒マスタードで風味づけをし
ています。みんなが食べられるよう
に辛さはひかえ目にしています。

ジ

ョ
ア

紅茶のカップケーキ

スイートポテトサラダは、
さつまいもを使った甘い
味つけのサラダです。

851kcal

846kcal

〇

〇

〇

〇

〇

はちみつレモンゼリー

〇

〇

9月3日の『はちみつレモンゼリー』は、提供中止となった7月15日「アオサのみそ汁」、16日「ナムル」の代替品です。

828kcal

850kcal

906kcal
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牛
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エネルギー

令和3年 予定献立表（中学校）

817kcal

ヨーグルト和え

843kcal

冷やし中華の具
今日の冷やし中華は、ねりごまを
使って作ったごまだれ味です。具も
忘れずに入れましょう。

給食が再開します。まだまだ暑い
日が続くので、しっかりと食べて残
暑に負けない体を作りましょう。

ジ

ョ
ア

ひじき煮

ウエハース

〇

のりの成長には適した温度がありま
す。地球温暖化などで海水温が変
化すると、のりの収穫が少なくなり
ます。

776kcal

のり和え

ふりかけ

781kcal

ツナコーンサラダ

ヨーグルト

〇

★クイズ★
給食センターで野菜炒めを作ると
きに使う道具は何でしょう？
①スプーン②スパテラ③スケボー

804kcal

野菜炒め

今日のミネストローネは、市内で栽
培されたもち麦を入れています。も
ち麦は、おなかの調子を整える食
物せんいが豊富です。

　　　　　　　　　よくかんで
　　　　　　　　　食べよう！

883kcal

フルーツ杏仁

〇

成長期は、カルシウムが特に必要
になります。牛乳や乳製品は、カル
シウムが豊富なだけでなく吸収率
がよいという特徴があります。

749kcal

きんぴらごぼう

ひじきの旬は２から５月ごろです
が、ほとんどが乾燥させてから流通
しているため、どんな時期にも食べ
ることができます。

787kcal

おかか和え

チーズ

〇

食器は大切に使おう

875kcal

生揚げピリ辛炒め

886kcal

肉じゃが煮

サラダうどんの具

〇

サラダうどんの具には、野菜、錦糸
玉子、とりささみ、かまぼこが入って
います。冷やしうどんにまぜて、サ
ラダうどんを作ってみよう！

748kcal

原宿ドッグ

〇

＊栄養だしは、県内産いわし、かつおを燻して粉末にした「天然のだし」です。

＊おしゃべりみそは、市内で無農薬で作られた大豆から作る「手作りみそ」です。

＊米は、市内産を使用します。

９日の答え：②スパテラ　　　スパテラ（大きなへら）を使います。

　＊９月分の給食費の引き落としは、９月３０日（木）です。口座の確認をお願いします。

＊ごはんに黄色い米が混じることがあります。これは炊飯時にビタミンを強化した米を混ぜている為です。

一度に１０００人分を調理するので、
スパテラを使うことで､すばやくかき
混ぜながらいためることができます。

ビーフンソテー 〇

冬瓜湯（トングァタン）は冬瓜（とう
がん）やホタテが入ったスープで
す。冬瓜はカット後に冷凍保存が
できます。

★地産地消デー★
今日は市内産や県産食材が多く
使用されています。米、キラリもち
麦、落花生は市内産だよ！

〇

冷凍みかん

ミルメーク

スイートポテトサラダ

ククルマスカレー（鶏肉のカレー）

今日は十五夜です。十五夜は古く
から月見をする習慣があります。夜
空に光る満月に見立てたお月見汁
をどうぞ。

　せっけんで
　手を洗おう

ゆば和え

高野豆腐は長期保存ができるた
め、非常食にすることができます。
９月は防災月間ですので、食料備
蓄を見直してみましょう。

山武市がホストタウンになっている
『スリランカ』の料理が登場♪

花野菜サラダ

給食ワールドツアー


