
～今月の給食より～ 

9月の給食は旬のものを入れています。梨や栗、秋かつおなどを給食に取り入れました。 

★9月 8日 「重陽の節句献立」 

菊の節句で、長寿を祈る日です。丸めた肉団子に黄色く色付けたもち米を周りにつけ、 

菊の花に見立てた菊花蒸しを給食で出します。 

 ★9月 11日 「5年生わかめ学習」 

この日は 5年生がわかめについて勉強します。給食では茎わかめのサラダを出します。 

★9月 18日「食育の日」 

  秋の旬のものを取り入れた献立にしました。栗を入れた秋の山路ご飯、秋かつおの香味焼きを

出します。 

★9月 30日 「季節の果物－梨―」 

   

 

 

 

 

 ９月はまだまだ暑さが残りますが、暦の上では「秋」になります。「食欲の秋」というように、秋は

食べ物の美味しい季節です。給食でも旬の食材を取り入れていきたいと思います。しっかり食べ、元

気に学校生活を送りましょう。 

 

 

 

 

 食べ物はそれぞれ違う栄養素、つまり、体を丈夫にしたり、毎日元気に過ごせるために必要なもの

を持っています。いろんな食べ物からたくさんの種類の栄養素をとることが大切です。しかし、好き

嫌いをしてしまうと、体に必要な栄養素がとれず、元気な体が作れなくなってしまいます。 

少しずつでもいいので、ぜひ挑戦してみてください。 

 

 

                            

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校給食費の徴収にご協力をお願いいたします。 

  ９月の口座振替日は、 ８日（火） です。 
※再振替日は１８日（金）です。振替日前日までにご入金ください。 

※１０円の手数料がかかります。口座残高のご確認をお願いいたします。 
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～今月の給食目標～ 

 苦手な食べ物にも挑戦しよう 



令和2年

(kcal) (％) (％) (g)

※　食材料購入の都合により献立を変更する場合がありますので、ご了承ください。   ※給食回数20回

エネルギー たんぱく質

(kcal) (％)

627 15.0

650
エネルギーの

13～20%

日 曜

実施日

626 15.0 26.7 2.82 水

キャベツ にんじん きゅうり セロリー

にんにく マッシュルーム たまねぎ

ブロッコリー

生姜 にんじん たけのこ キャベツ きゅうり

コーン たまねぎ 小松菜

1

生姜 にんにく たけのこ にんじん きくらげ

干ししいたけ たまねぎ 白菜 もやし

セロリー チンゲンサイ

14.7 29.3 2.4

火

23.1 3.2

2.1

600 18.0

609 15.3鶏ひき肉 レンズ豆 牛乳 海藻
マカロニ・スパゲッティ オリーブ油 油 砂糖

ひまわり油

生姜 にんにく にんじん たまねぎ

マッシュルーム トマトピューレ パセリ

キャベツ きゅうり コーン

2.2

40.6 2.3

高野豆腐のそぼろ丼 牛乳 コーンサラダ

じゃがいもの味噌汁

14.7 24.8 2.9

15.9 22.5 2.2

600 19.5 25.1 2.8

624

15.5 28.4 2.8

579

21.5 1.817.2

632 38.2 2.0

648 13.8 20.0

スパゲティミートビーンズ 牛乳

海藻サラダ

ごはん 牛乳 のりの佃煮 筑前煮

ごまドレッシングｻﾗﾀﾞ

1.8

7

4 金

月

牛乳 のり 鶏もも 竹輪 大豆

牛乳 とり肉 鶏もも いんげん豆 クリーム

にんじん たけのこ ごぼう さやいんげん

もやし きゅうり

セロリー にんじん たまねぎ キャベツ

トマトピューレ

米 きび パン粉 片栗粉 ごま油 もち米 砂糖

ひまわり油 こんにゃく じゃが芋
8 603 14.9 25.1

27.4

34.5

にんじん ごぼう グリンピース きゅうり

もやし 生姜 たまねぎ 干ししいたけ

さやいんげん

2.4

生姜 ねぎ とうがらし にんじん ごぼう

たけのこ れんこん えのきたけ 大根

黒砂糖パン パン粉 ひまわり油 じゃが芋

小麦粉 砂糖

米 大麦 ひまわり油 小麦粉 砂糖 バター

じゃが芋 油 はちみつ

米 大麦 砂糖 片栗粉 ひまわり油 こんにゃく木

豚ひき肉 いんげん豆 チーズ 牛乳

牛乳 さば みそ 昆布 さつま揚げ とり肉 豆腐

にんにく たまねぎ にんじん マッシュルーム

トマトピューレ トマトジュース キャベツ

きゅうり

ねぎ 干ししいたけ 生姜 きゅうり にんじん

ごぼう 大根 もやし

黒砂糖パン 牛乳 鶏肉のマスタード焼き

白いんげんのトマトスープ

きびごはん 牛乳 菊花蒸し 華風きゅうり

野菜たっぷりみそ汁

チリビーンズライス 牛乳 ハニーサラダ

麦ごはん 牛乳 さばの味噌煮

五目きんぴら 豆腐汁

水

火 牛乳 豚ひき肉 鶏ひき肉 豆腐 卵 豚肉 みそ

生姜 にんじん たけのこ 干ししいたけ

キムチ ねぎ ピーマン

セロリー にんにく たまねぎ 白菜

チンゲンサイ パインアップル缶

にんじん グリンピース れんこん きゅうり

キャベツ 生姜 大根 ねぎ 小松菜

米 大麦 ごま油 白ごま ひまわり油 春雨

片栗粉 砂糖 白玉団子

米 もち米 ひまわり油 砂糖 油 じゃが芋

パン粉 こんにゃく 片栗粉

13.6

ひじきごはん 牛乳 のりあげくん

即席漬け のっぺい汁

606

666

632 15.1

637 14.7

米 ひまわり油 砂糖 しらたき じゃが芋

12.6

634 16.9

生姜 干ししいたけ にんじん たけのこ

にんにく なす にら ねぎ キャベツ きゅうり

もやし

干ししいたけ たまねぎ にんじん

グリンピース 切干大根 さやいんげん 大根

えのきたけ ねぎ 小松菜

ごまごはん 牛乳 厚焼き卵

切り干し大根の含め煮 沢煮椀

豚肉のみそ炒め丼 牛乳 わかめスープ

ナン 牛乳 サモサ ｶﾚｰﾎﾟｰｸﾋﾞｰﾝｽﾞ

きびごはん 牛乳 豚肉のしぐれ煮

ボイルキャベツ 石狩汁

25 金
牛乳 大豆 豚ひき肉 うずら卵 豚肉

いんげん豆 クリーム

牛乳 豚肉 みそ 鮭

ナン 片栗粉 ぎょうざの皮 小麦粉 油

ひまわり油 じゃが芋

米 きび ひまわり油 砂糖 米油 じゃが芋

献　　立　　名

シュガートースト 牛乳 パリパリサラダ

ブロッコリーのシチュー

13.8

14.6

28 月 612

血や肉、骨や歯になる 体を動かす熱や力になる 体の調子を整える

牛乳 とり肉 いんげん豆 クリーム 661 12.3

ｴﾈﾙｷﾞｰ

干ししいたけ ねぎ キャベツ にら 生姜

にんにく たまねぎ にんじん グリンピース

生姜 たまねぎ たけのこ ごぼう キャベツ

にんじん コーン ねぎ

米 もち米 栗 ひまわり油 砂糖 白ごま

じゃが芋 こんにゃく

にんじん 干ししいたけ しめじ にんにく

生姜 大根 ねぎ

水 豚肉 みそ 牛乳 わかめ 豆腐

牛乳 ひじき 鶏ひき肉 卵 油揚げ 豆腐

米 ひまわり油 砂糖 片栗粉 じゃが芋

米 白ごま 黒ごま ひまわり油 砂糖

たまねぎ にんじん たけのこ ねぎ きくらげ

セロリー 生姜 にんにく ピーマン

えのきたけ

623生姜 にんじん ごぼう 大根 小松菜
米 ひまわり油 こんにゃく 砂糖 白ごま

小麦粉 油 じゃが芋
29 火

わかめ とり肉 油揚げ 牛乳 ししゃも 青のり

みそ

めかぶごはん 牛乳 ししゃもの磯辺揚げ

畑汁

チキンカレーライス 牛乳

ひじきのサラダ 果物（梨）

生姜 にんにく にんじん たまねぎ セロリー

キャベツ きゅうり もやし なし
735 12.4 28.2 2.2

食パン バター 砂糖 しゅうまいの皮 油

ひまわり油 はちみつ じゃが芋 小麦粉

30 水 鶏もも 牛乳 ひじき しらす干し みそ
米 大麦 ひまわり油 じゃが芋 小麦粉 ざらめ

砂糖 ごま油 白ごま

鶏ひき肉 高野豆腐 牛乳 油揚げ みそ
米 麦 米油 こんにゃく 砂糖 片栗粉 白ごま

じゃが芋

24 木

18 金

米 麦 ごま油 砂糖 油 片栗粉 春雨

ひまわり油
16

23

14 月 焼き豚 卵 牛乳 とり肉 乳酸菌飲料 寒天

鶏もも ひじき 油揚げ 牛乳 鶏ひき肉 卵 のり

米 砂糖 ひまわり油 こんにゃく じゃが芋

米油 ごま

10

9

3 木

水 豚ひき肉 みそ 豆腐 牛乳

11 金

15 火

鶏ひき肉 油揚げ 牛乳 わかめ 豚肉
こぎつねごはん 牛乳

☆茎わかめのサラダ 肉じゃが

ねぎキムチチャーハン 牛乳 春雨スープ

UFOゼリー

なす入りマーボー豆腐丼 牛乳

中華サラダ

月
脂質 食塩相当量 カルシウム

中華めん ひまわり油 砂糖 片栗粉 ごま油

ホットケーキミックス バター はちみつ
17 木

とり肉 油揚げ 牛乳 かつお みそ

豚肉 えび いか   うずら卵 牛乳五目あんかけそば 牛乳 はちみつケーキ

秋の山路ご飯 牛乳 秋かつおの香味焼き

粕汁

食物繊維

(％) (g) (mg) (mg) (mg) (ugRAE) (mg) (mg) (mg) (g)

マグネシウム 鉄 ビタミンA ビタミンB1 ビタミンB2 ビタミンC

5.8

基準値
エネルギーの

20～30%
2未満 350 50 3.0 200 0.40 0.40 20 5以上

平均値 28.1 2.5 0.49

緑の食品黄色の食品赤の食品

318 97 2.1 239 0.35 26

栄　　養　　量
たんぱく質
 脂質
塩分


33.7 2.3

615

3.1

595 25.1 2.5

25.9

30.9

2.4

3.7

30.7

＊天候など、食材料の購入が難しい場合、献立を変更する場合があります。

＊サラダ、和えものは衛生を考慮し、加熱してあります。

＊学校給食用牛乳の予定産地は、東京都、群馬県、岩手県、青森県、秋田県、宮城県、北海道、山梨県になりま


