
日（ 月） 日（ 火） 日（ 水） 日（ 木） 日（ 金）

発芽玄米入りごはん

発芽玄米入りごはん ささみのさくさく 先生方の会議のため 発芽玄米入りごはん コッペパン

焼き肉丼の具 ポテト揚げ 学校はお休みです さばのチーズパン粉焼き ポテトのツナマヨ焼き

大根と海藻のサラダ かぼちゃサラダ ごぼうときゅうりのサラダ コンビネーション

とうふのすまし汁 トマトとたまごの 白菜とベーコンのスープ サラダ

スープ プルーン かぼちゃスープ

りんご 小魚 牛乳 梨 小魚 牛乳 小魚 牛乳 りんご 小魚 牛乳

ｷﾛｶﾛﾘ- ｇ ｷﾛｶﾛﾘ- ｇ ｷﾛｶﾛﾘ- ｇ ｷﾛｶﾛﾘ- ｇ

日（ 月） 日（ 火） 日（ 水） 日（ 木） 日（ 金）

発芽玄米入りご飯 発芽玄米入りご飯 発芽玄米入りご飯 発芽玄米入りご飯 おはぎ

菊花しゅうまい 大豆とほうれん草 さばのみそ煮 なすとピーマンの （すりごま・きなこ）

塩いかと寒天の酢の物 のカレー 切り干し大根のサラダ 炒め物 豆あじの南蛮漬け

きのこけんちん汁 ゆでもろこし（菅平産） かぼちゃのみそ汁 大根とじゃこのサラダ 千草和え

海藻サラダ ミニトマト 白菜のみそ汁 湯葉のすまし汁

梨 小魚 牛乳 りんご 小魚 牛乳 小魚 牛乳 りんご 牛乳 牛乳

ｷﾛｶﾛﾘ- ｇ ｷﾛｶﾛﾘ- ｇ ｷﾛｶﾛﾘ- ｇ ｷﾛｶﾛﾘ- ｇ ｷﾛｶﾛﾘ- ｇ

日（ 月） 日（ 火） 日（ 水） 日（ 木） 日（ 金）

発芽玄米入りご飯 発芽玄米入りご飯 発芽玄米入りご飯

五目厚焼きたまご ますのピリ辛焼き みたらしじゃがいも 給食室特製

かみかみサラダ 鶏肉と ばんさんすう チキンカツ弁当

いものこ汁 こんにゃくの煮物 中華丼の具 　ヨーグルト

ミニトマト 具だくさんみそ汁 　牛乳

小魚 牛乳 梨 小魚 牛乳 小魚 牛乳 （２２日は、家から

ｷﾛｶﾛﾘ- ｇ ｷﾛｶﾛﾘ- ｇ ｷﾛｶﾛﾘ- ｇ 弁当を持ってきて

ください）

日（ 月） 日（ 火） 日（ 水） 日（ 木） 日（ 金）

発芽玄米入りご飯 発芽玄米入りご飯 発芽玄米入りご飯

鮭の南部焼き たらとほうれん草 いかみりん

里芋の煮物 のグラタン 五目きんぴら

ふのみそ汁 フレンチサラダ さつま汁

お月見ゼリー 青菜ときのこのたまごスープ ミニトマト

小魚 牛乳 ぶどう 小魚 牛乳 小魚 牛乳

ｷﾛｶﾛﾘ- ｇ ｷﾛｶﾛﾘ- ｇ ｷﾛｶﾛﾘ- ｇ

今月の栄養価 キロカロリーたんぱく質 ｇ 脂質 ｇ カルシウム ｍｇ 塩分 ｇ 食物繊維 ｇ
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図書委員 紹介献立 

 
 

 夏休みが終わって２週間がたちました。夏の疲れが出てくる頃です。 

 自分の生活習慣を見直してかりがね祭に向けて体調を整えましょう。 
    ○朝食・昼食・夕食をきちんととっていますか？ 

    ○生活リズムは、規則正しいですか？ 

    ○おやつや夜食を食べ過ぎて、食事が食べられないということはありませんか？ 

お月見 献立 

かりがね祭 弁当 

振り替え休み 

今月の目標 食生活を見直そう 
  

振り替え休み 
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焼き肉丼の具 740 kcal
大根と海藻のサラダ 32.8 ｇ

とうふのすまし汁 17.3 ｇ

果物(りんご) 3.7 ｇ

笹身のさくさくポテト揚げ 833 kcal
かぼちゃのサラダ 32.4 ｇ

トマトと卵のスープ　 21.4 ｇ

果物（なし） 2.8 ｇ

鯖のチーズパン粉焼き　イタリアソース 884 kcal
ごぼうときゅうりのサラダ 31.3 ｇ

白菜とベーコンのスープ 31.4 ｇ

果物（プルーン） 2.4 ｇ

ポテトのツナマヨ焼き 813 kcal
コンビネーションサラダ 26.6 ｇ

かぼちゃスープ 29.0 ｇ

果物(りんご) 4.4 ｇ

菊花しゅうまい 749 kcal
塩いかと寒天の酢の物 33.5 ｇ

きのこけんちん汁 19.8 ｇ

果物（なし） 3.0 ｇ

大豆とほうれん草のカレー 843 kcal
ゆでとうもろこし 27.0 ｇ

海藻サラダ　 25.3 ｇ

果物(りんご) 2.7 ｇ

鯖の味噌煮 795 kcal
切り干し大根のｻﾗﾀﾞ 31.5 ｇ

かぼちゃのみそ汁 19.7 ｇ

ミニトマト 3.2 ｇ

茄子とピーマンの炒め物 722 kcal
だいこんとじゃこのサラダ 24.5 ｇ

白菜のみそ汁 18.9 ｇ

果物(りんご) 2.6 ｇ

豆あじの南蛮漬け 767 kcal
千草あえ 31.6 ｇ

ゆばのすまし汁 21.4 ｇ

3.2 ｇ

五目厚焼きたまご 760 kcal
かみかみサラダ 35.4 ｇ

いものこ汁 20.8 ｇ

ミニトマト 3.0 ｇ

ますのピリ辛焼き 784 kcal
鶏肉とこんにゃくの煮物 34.1 ｇ

具だくさんみそ汁 19.5 ｇ

果物（なし） 3.3 ｇ

みたらしじゃがいも 817 kcal
ばんさんすう 28.6 ｇ

中華丼の具 19.0 ｇ

2.8 ｇ

ｿｰｽﾁｷﾝｶﾂ・ｷｬﾍﾞﾂ（弁当） 811 kcal
きゅうり浅漬け 32.8 ｇ

ヨーグルト 21.0 ｇ

2.4 ｇ

鮭の南部焼き 857 kcal
里芋の煮物 38.5 ｇ

ふのみそ汁 21.0 ｇ

お月見ゼリー 2.9 ｇ

たらとほうれん草ののグラタン 755 kcal
フレンチサラダ 31.2 ｇ

青菜と茸の卵のスープ 20.5 ｇ

果物(ぶどう) 2.6 ｇ

いかみりん 783 kcal
五目きんぴら 30.6 ｇ

さつま汁 18.9 ｇ

ミニトマト 2.6 ｇ

〇

〇

〇

発芽玄米入りご飯

発芽玄米入りご飯

発芽玄米入りご飯

発芽玄米入りご飯

発芽玄米入りご飯

発芽玄米入りご飯

おはぎ
すりごま・きな

粉

9月　予定献立表

日 主食
牛
乳

おかず
赤の仲間

血や肉になる
黄の仲間

熱や力の元になる
緑の仲間

体の調子を整える

ｴﾈﾙｷﾞｰ

たんぱく質

脂質

食塩相当量

3
月

〇

牛乳,かえり煮干,豚
肉,みそ,海藻サラ
ダ,糸かまぼこ,鶏
胸,木綿豆腐

精白米,発芽玄米,強化米,サラ
ダ油,三温糖,ごま油,白いりご
ま,でんぷん

にんにく,しょうが,りんごペースト,
たまねぎ,長葱,もやし,だいこん,きゅ
うり,にんじん,ほうれんそう,りんご

小
魚

〇

4
火

〇

牛乳,かえり煮干,鶏
肉ささ身,ロースハ
ム,ヨーグル,鶏卵

精白米,発芽玄米,強化米,じゃ
がいも,でんぷん,米油,マヨ
ネーズ

発芽玄米入りご飯

発芽玄米入りご飯 〇

発芽玄米入りご飯

コッペパン

牛乳,かえり煮干,ツ
ナフレーク,ロース
ハム,牛乳,生クリー
ム

コッぺパン,じゃがいも,マヨ
ネーズ,サラダ油,上白糖,オ
リーブ油,でんぷん

かぼちゃ,きゅうり,セロリー,パセリ,
たまねぎ,にんじん,はくさい,トマト,
なし

6
木

〇

牛乳,かえり煮干,ま
さば,卵,パルメザン
チーズ,ロースハム,
ベーコン

精白米,発芽玄米,強化米,小麦
粉,パン粉,オリーブ油,有塩バ
ター,ごま,マヨネーズ,上白糖,
サラダ油,じゃがいも

にんにく,ごぼう,きゅうり,にんじん,
しょうが,長葱,たまねぎ,はくさい,干
し椎茸,生プルーン

キャベツ,きゅうり,レタス,赤たまね
ぎ,たまねぎ,コーンペースト,かぼ
ちゃペースト,パセリ,セロリー,かぼ
ちゃ,りんご

10
月

〇

牛乳,かえり煮干,鶏
肉,むきえび,ひじき,
錦糸卵,塩いか,糸寒
天,油揚げ、豆腐

精白米,発芽玄米,強化米,三温
糖,ごま油,でんぷん,上白糖,サ
ラダ油,板こんにゃく

たまねぎ,えだまめ,しょうが,キャベ
ツ,にんじん,きゅうり,ごぼう,だいこ
ん,えのきたけ,しめじ,干し椎茸,こま
つな,なし

発芽玄米入りご飯

7
金

〇

11
火

〇

牛乳,かえり煮干,豚
肉　こま,大豆,カッ
トわかめ,ツナフ
レーク

精白米,発芽玄米,強化米,サラ
ダ油,じゃがいも,有塩バター,
小麦粉,白ごま,ごま油

にんにく,たまねぎ,セロリー,にんじ
んホール,トマト,りんごペースト,フ
ルーツチャツネ,ほうれんそう,とうも
ろこし,きゅうり,キャベツ,りんご

〇

12
水

〇

牛乳,かえり煮干,ま
さば,味噌,ロースハ
ム,油揚げ

精白米,発芽玄米,強化米,中双
糖,三温糖,ごま油,上白糖,白す
りごま

しょうが,切干しだいこん,きゅうり,
キャベツ,にんじん,たまねぎ,かぼ
ちゃ,長葱,こまつな,ミニトマト〇

13
木

〇

牛乳,豚肉,味噌,し
らす干し,油揚げ

精白米,発芽玄米,強化米,サラ
ダ油,三温糖,米油,ごま油,じゃ
がいも

たまねぎ,パプリカ,青ピーマン,なす,
だいこん,きゅうり,こまつな,にんじ
ん,はくさい,しめじ,りんご

14
金

〇

きな粉,牛乳,豆あ
じ,卵,かまぼこ,ゆ
ば,わかめ

もち米,精白米,白ごま,上白糖,
でんぷん,米油,三温糖,,小玉麩

こねぎ,キャベツ,ほうれんそう,にん
じん,しめじ,みつば

18
火

〇

牛乳,かえり煮干,鶏
挽き肉,豆腐,小芽ひ
じき,鶏卵,さきい
か,鶏肉モモ,味噌

精白米,発芽玄米,強化米,サラ
ダ油,上白糖,白すりごま,さと
いも,でんぷん

長葱,むきえだまめ,キャベツ,にんじ
ん,きゅうり,ごぼう,しめじ,えのきた
け,だいこん,ほうれんそう,ミニトマ
ト

〇発芽玄米入りご飯

19
水

〇

牛乳,かえり煮干,ま
す,鶏もも,味噌,油
揚げ

精白米,発芽玄米,強化米,上白
糖,白いりごま,サラダ油,板こ
んにゃく,三温糖,じゃがいも

にんにく,しょうが,りんご,ねぎ,ごぼ
う,れんこん,さやえんどう,にんじん,
だいこん,はくさい,ねぎ,なし〇発芽玄米入りご飯

20
木

〇

牛乳,かえり煮干,錦
糸卵,ロースハム,豚
肉,うずら卵,いか

精白米,発芽玄米,強化米,じゃ
がいも,米油,三温糖,でんぷん,
緑豆はるさめ,上白糖,ごま油,
白ごま,サラダ油

キャベツ,にんじん,きゅうり,にんに
く,しょうが,干し椎茸,きくらげ,たけ
のこ,たまねぎ,はくさい,さやえんど
う

〇

21
金

〇

牛乳,鶏肉,卵,ヨー
グルト

精白米,発芽玄米,強化米,小麦
粉,パン粉,米油,中双糖

キャベツ,きゅうり

26
水

〇

牛乳,かえり煮干,銀
さけ,味噌,鶏モモ,
厚揚げ,油揚げ,わか
め

精白米,発芽玄米,強化米,サラ
ダ油,さといも,こんにゃく,三
温糖,でんぷん,焼きふ,白玉団
子,ブロックゼリー

にんじん,さやいんげん,しょうが,た
まねぎ,えのきたけ

〇

27
木

〇

牛乳,かえり煮干,ま
だら,みそ,ミックス
チーズ,ベーコン,鶏
卵

精白米,発芽玄米,強化米,有塩
バター,サラダ油,小麦粉,パン
粉,上白糖,オリーブ油,でんぷ
ん

たまねぎ,にんじん,ほうれんそう,
キャベツ,きゅうり,ホールコーン,レ
タス,にんにく,干し椎茸,セロリー,え
のきたけ,しめじ,こまつな,ぶどう

〇発芽玄米入りご飯

28
金

〇

牛乳,かえり煮干,い
か　,鶏肉,さつま揚
げ,味噌

精白米,発芽玄米,強化米,でん
ぷん,米粉,米油,三温糖,サラダ
油,しらたき,白いりごま,こん
にゃく,さつまいも

千切りごぼう,にんじん,干し椎茸,だ
いこん,長葱,こまつな,ミニトマト

〇発芽玄米入りご飯


