
小学校

9 月献立表
献立名 食　品　名 ｴﾈﾙｷﾞ たんぱく質 脂質

主食 牛乳 副食 血や肉、骨や歯になるもの 体を動かす熱や力になるもの からだの調子を整える kcal % %

1 火
大豆入りド
ライカレー 牛乳

フレンチサラダ　すいか
1/48

黄だいず（国産，乾）　ぶた．ひき
肉（生）　ナチュラルチーズ（パル
メザン）　牛乳

水稲穀粒（精白米）　おおむぎ
（米粒麦）　植物油　薄力粉（１
等）　車糖（上白糖）　有塩バター

にんにく（りん茎、生）　しょうが
（根茎、生）　たまねぎ（りん茎、
生）　にんじん（根、皮むき，生）
セロリー（葉柄、生）　青ピーマン

642 14.8 28.6

2 水
ご飯(飯)

牛乳

魚の麦味噌焼き　さつま
芋の甘煮　冬瓜入りすま
し汁

牛乳　しろ鮭５０ｇ　米みそ（甘み
そ）　だし削り節　絹ごし豆腐

水稲穀粒（精白米）　おおむぎ
（押麦）　さつまいも（塊根、皮む
き、生）　車糖（上白糖）

とうがん（果実、生）　にんじん
（根、皮むき，生）　ぶなしめじ
（生）　根深ねぎ（葉、軟白、生）
こまつな（葉、生）

629 16.5 16.5

3 木
コッペパン

牛乳

ポテトコロッケ　ラタトウ
ユ　たまごとレタスの
スープ

牛乳　ぶた．ひき肉（生）　鶏卵．
全卵（生）

コッペパン　50g　じゃがいも（塊
茎、生）　有塩バター　薄力粉（１
等）　パン粉（生）　パン粉（乾燥）
揚げ油　オリーブ油　車糖（上白

たまねぎ（りん茎、生）　にんじん
（根、皮むき，生）　にんにく（りん
茎、生）　なす（果実、生）　ズッ
キーニ（果実，生）　黄ピーマン

627 14.9 34.0

4 金
ご飯(飯)

牛乳

鶏肉の梅マヨネーズ焼き
いんげんときゃべつのサ
ラダ　味噌汁（フリー）

牛乳　鶏もも切り身５０ｇ　だし煮
干　米みそ（赤色辛みそ）　米み
そ（淡色辛みそ）

水稲穀粒（精白米）　マヨネーズ
（全卵型）　植物油　車糖（上白
糖）　じゃがいも（塊茎、生）

梅肉　さやいんげん（若ざや、生）
キャベツ（結球葉、生）　ブラック
マッペもやし（生）　はくさい（結球
葉、生）　たまねぎ（りん茎、生）

598 15.0 29.0

7 月
ご飯(飯)

牛乳

海老シュウマイ　チャプ
チェ　中華スープ ５

牛乳　鶏肉．ひき肉（生）　海老す
り身　ぶた大型種．かた（脂身つ
き、生）　木綿豆腐

水稲穀粒（精白米）　車糖（上白
糖）　でん粉（じゃがいもでん粉）
しゅうまいの皮　植物油　普通は
るさめ（乾）　ごま油　白　すりご

乾しいたけ（乾）　たまねぎ（りん
茎、生）　根深ねぎ（葉、軟白、
生）　にんにく（りん茎、生）　にん
じん（根、皮むき，生）　青ピーマ

638 17.1 21.9

8 火
茄子入り
ミートソース 牛乳

グリーンポテト(蒸し物)
シーフードサラダ(生野
菜)

ぶた．ひき肉（生）　ナチュラル
チーズ（パルメザン）　牛乳　こう
いか（生）　しばえび（生）

植物油　スパゲッティ　有塩バ
ター　じゃがいも（塊茎、生）　車
糖（上白糖）

なす（果実、生）　にんにく（りん
茎、生）　たまねぎ（りん茎、生）
にんじん（根、皮むき，生）　セロ
リー（葉柄、生）　青ピーマン（果

651 15.8 32.6

9 水
ご飯(飯)

牛乳

生揚げと野菜の煮付け
じゃこ入り茹で野菜(ゆで
物)　オレンジゼリー②

牛乳　生揚げ　だし削り節　ちり
めんじゃこ　アガー

水稲穀粒（精白米）　車糖（上白
糖）　植物油　板こんにゃく（精粉
こんにゃく）　じゃがいも（塊茎、
生）　焼きふ（車ふ）

にんじん（根、皮むき，生）　乾し
いたけ（乾）　たまねぎ（りん茎、
生）　たけのこ（水煮缶詰）　冷凍
いんげん　チンゲンサイ（葉、生）

621 14.5 23.2

10 木
キャロットラ
イス 牛乳

白身魚のムニエル　豆と
野菜のドレッシング和え
オニオンスープ

牛乳　メルルーサ５０ｇ　黄だいず
（国産，乾）　ベーコン（ベーコン）

水稲穀粒（精白米）　有塩バター
薄力粉（１等）　オリーブ油　植物
油　車糖（上白糖）

にんじん（根、皮むき，生）　レモ
ン（果汁，生）　きゅうり（果実、
生）　れんこん（根茎、生）　えだ
まめ（冷凍）　たまねぎ（りん茎、

600 15.9 28.8

11 金
さつま芋ご
飯 牛乳

いかのかりんと揚げ　野
菜のおかか和え(キャ・
コ・ニ）(煮物)　味噌汁
（大根・油揚げ・葱・わか

牛乳　こういか（生）　かつお節
だし削り節　油揚げ　湯通し塩蔵
わかめ（塩抜き）　米みそ（淡色
辛みそ）　米みそ（赤色辛みそ）

水稲穀粒（精白米）　さつまいも
（塊根、皮むき、生）　黒ごま　で
ん粉（じゃがいもでん粉）　揚げ油

しょうが（根茎、生）　キャベツ（結
球葉、生）　こまつな（葉、生）　に
んじん（根、皮むき，生）　だいこ
ん（根，皮むき，生）　根深ねぎ

592 16.1 26.1

14 月
高菜じゃこ
ご飯 牛乳

ぎせい豆腐　蓮のきんぴ
ら　味噌汁（芋・大根）(ゆ
で物)

ちりめんじゃこ　牛乳　木綿豆腐
ぶた．ひき肉（生）　鶏卵．全卵
（生）　だし煮干　米みそ（赤色辛
みそ）　米みそ（淡色辛みそ）

水稲穀粒（精白米）　ごま油　植
物油　車糖（上白糖）　白ごま
じゃがいも（塊茎、生）

たかな漬　にんじん（根、皮むき，
生）　乾しいたけ（乾）　さやいん
げん（若ざや、生）　れんこん（根
茎、生）　だいこん（根，皮むき，

605 15.7 26.9

15 火
ぶどうパン
(普通ﾊﾟﾝ) 牛乳

マカロニグラタン　三色ソ
テー(炒め物)　ベーコン
スープ

牛乳　若鶏．もも（皮つき，生）　し
ばえび（生）　普通牛乳　ナチュラ
ルチーズ（パルメザン）　ベーコン
（ベーコン）

ぶどうパン　うず巻き　50g　マカ
ロニ　植物油　薄力粉（１等）　有
塩バター

たまねぎ（りん茎、生）　マッシュ
ルーム（水煮缶詰）　パセリ（葉、
生）　にんじん（根、皮つき，生）
スイートコーン缶詰（ホールカー

660 15.2 33.0

16 水
ご飯(飯)

牛乳

ししゃものフライ　肉じゃ
がの旨煮（１／２）　すま
し汁（大根・ねぎ）

牛乳　ししゃも（生干し，生）　鶏
卵．全卵（生）　ぶた大型種．もも
（脂身つき、生）　だし削り節　木
綿豆腐　はんぺん

水稲穀粒（精白米）　薄力粉（１
等）　パン粉（生）　パン粉（乾燥）
植物油　じゃがいも（塊茎、生）
板こんにゃく（精粉こんにゃく）

たまねぎ（りん茎、生）　にんじん
（根、皮むき，生）　さやいんげん
（若ざや、生）　だいこん（根，皮
むき，生）　ぶなしめじ（生）　根深

669 16.8 25.7

17 木
ご飯(飯)

牛乳

豚肉のピリ辛焼き　五目
豆（きざみ昆布）　茄子の
味噌汁

牛乳　豚もも切り身５０ｇ　黄だい
ず（国産，乾）　刻み昆布　だし削
り節　油揚げ　米みそ（赤色辛み
そ）　米みそ（淡色辛みそ）

水稲穀粒（精白米）　ごま油　車
糖（上白糖）　板こんにゃく（精粉
こんにゃく）

しょうが（根茎、生）　にんにく（り
ん茎、生）　にんじん（根、皮む
き，生）　れんこん（根茎、生）　乾
しいたけ（乾）　なす（果実、生）

617 18.3 27.7

18 金
五目うどん

牛乳

おはぎ　ツナ入り茹で野
菜 ②(ゆで物)

だし削り節　若鶏．手羽（皮つき、
生）　油揚げ　蒸しかまぼこ　牛
乳　きな粉（全粒大豆，黄大豆）
まぐろ類缶詰（油漬，フレーク，ラ

うどん（生）　もち米　水稲穀粒
（精白米）　黒　すりごま　車糖
（上白糖）　植物油

にんじん（根、皮むき，生）　たけ
のこ（水煮缶詰）　根深ねぎ（葉、
軟白、生）　こまつな（葉、生）　だ
いこん（根，皮むき，生）　きゅうり

659 13.5 23.4

23 水
麦ご飯(飯)

牛乳

四川味噌豆腐(煮物)　炒
りこんにゃく　野菜ナム
ル(あえ物)

牛乳　ぶた．ひき肉（生）　米みそ
（赤色辛みそ）　木綿豆腐

水稲穀粒（精白米）　おおむぎ
（米粒麦）　植物油　車糖（上白
糖）　でん粉（じゃがいもでん粉）
ごま油　板こんにゃく（精粉こん

しょうが（根茎、生）　にんにく（り
ん茎、生）　根深ねぎ（葉、軟白、
生）　にんじん（根、皮むき，生）
乾しいたけ（乾）　たけのこ（水煮

594 16.8 27.3

24 木
オムライス

牛乳

じゃこ入りカラフルサラダ
野菜スープ３

若鶏．もも（皮つき，生）　鶏卵．
全卵（生）　普通牛乳　牛乳　ちり
めんじゃこ　ベーコン（ベーコン）

水稲穀粒（精白米）　おおむぎ
（米粒麦）　有塩バター　植物油
車糖（上白糖）　じゃがいも（塊
茎、生）

トマト缶詰（ジュース，食塩添加）
たまねぎ（りん茎、生）　エリンギ
（生）　グリンピース（冷凍）　キャ
ベツ（結球葉、生）　きゅうり（果

608 15.5 28.6

25 金
ご飯(飯)

牛乳

魚の照り焼き　野菜のご
ま醤油かけ　味噌汁（大
根・わかめ）

牛乳　まさば５０ｇ　だし削り節
湯通し塩蔵わかめ（塩抜き）　木
綿豆腐　米みそ（淡色辛みそ）
米みそ（赤色辛みそ）

水稲穀粒（精白米）　車糖（上白
糖）　白　すりごま

しょうが（根茎、生）　チンゲンサ
イ（葉、生）　ブラックマッペもやし
（生）　にんじん（根、皮むき，生）
だいこん（根，皮むき，生）　たま

596 17.7 29.3

28 月
もやしそば

牛乳

たこ焼きくん　切り干し大
根入りサラダ(生野菜)

ぶた大型種．かた（脂身つき、
生）　なると　牛乳　まだこ（ゆで）
さくらえび（煮干し）　鶏卵．全卵
（生）　あおのり（素干し）　かつお

蒸し中華めん　植物油　でん粉
（じゃがいもでん粉）　じゃがいも
（塊茎、生）　揚げ油　車糖（上白
糖）　ごま油　白ごま

にんにく（りん茎、生）　しょうが
（根茎、生）　にんじん（根、皮む
き，生）　たまねぎ（りん茎、生）
ブラックマッペもやし（生）　にら

591 16.9 30.6

29 火
アップル
トースト 牛乳

秋野菜のシチュー　クル
トン入りサラダ

牛乳　若鶏．もも（皮つき，生）
普通牛乳　脱脂粉乳

食パン　50g　有塩バター　車糖
（上白糖）　植物油　さつまいも
（塊根、皮むき、生）　薄力粉（１
等）　食パンみみ

りんご（皮むき、生）　にんじん
（根、皮むき，生）　たまねぎ（りん
茎、生）　ブロッコリー（花序、生）
キャベツ（結球葉、生）　きゅうり

647 13.7 34.2

30 水
栗おこわ

牛乳

さんまの黒酢煮　菊花お
ひたし　豚汁（里芋）

牛乳　さんま胴抜き４０ｇ　だし煮
干　ぶた大型種．もも（脂身つき、
生）　木綿豆腐　米みそ（淡色辛
みそ）　米みそ（赤色辛みそ）

水稲穀粒（精白米）　もち米　むき
栗　黒ごま　車糖（上白糖）　板こ
んにゃく（精粉こんにゃく）　さとい
も（球茎、生）

こまつな（葉、生）　きく（花びら、
生）　ごぼう（根、生）　だいこん
（根，皮むき，生）　にんじん（根、
皮むき，生）　根深ねぎ（葉、軟

634 15.5 29.2

日 曜日

今月平均摂取

1食当たり基準

ｴﾈﾙｷﾞ

kcal

624

650

食物繊維
g

4.4

5

たんぱく質
%

15.8

食塩相当量
g

2.7

2

VC
mg

34

20

VB2
mg

0.5

0.4

脂質
%

27.8

カルシウム
mg

346

350

マグネシウ

ム
mg

103

50

鉄
mg

2.2

3

亜鉛
mg

2.9

2

Va
μg

238

200

VB1
mg

0.36

0.413～20 20～30


