
令和４年度 9 月 よていこんだてひょう

習志野市立秋津小学校

ツナ あおのり ほうれんそう キャベツ こめ おおむぎ
ぎゅうにゅう とり肉 きりぼしだいこん にんじん きょうかまい しろごま
ひじき やさしい なめこ だいこん はちみつ さとう
とうふ あぶらあげ ねぎ りんご サラダゆ
ぎゅうにゅう たまごやき にがうり こまつな こめ きょうかまい
ぶたにく たまご にんじん きゅうり サラダゆ さとう
ロースハム もやし しょうが ワンタン
なまあげ ねぎ はくさい
ぎゅうにゅう たまご たまねぎ かぼちゃ こめ きょうかまい
ぶたにく とりにく にんじん きゅうり サラダゆ しろすりごま
とうふ わかめ キャベツ レモン汁 さとう アーモンド
しろみそ あかみそ こまつな もやし
牛乳 ぎゅうにく にんにく しょうが パン なたねあぶら
ベーコン あさり きゅうり もやし さんおんとう しろごま

にんじん たまねぎ さとう じゃがいも
ホールコーン クリームコーン バタ― こむぎこ

牛乳 ぶたにく たまねぎ にんじん こめ きょうかまい
レバ－ おから きゅうり キャベツ パンこ じゃがいも
たまご ひじき ほんしめじ えのきたけ サラダゆ さとう
ツナ チーズ こまつな
ぎゅうにゅう さけ こまつな はくさい こめ おおむぎ
ツナ のり きゅうり えのきたけ きょうかまい さつまいも
やさいボール なると もやし たけのこ くろごま さとう

にんじん さんおんとう つきみだんご
ぎゅうにゅう とりにく しょうが たまねぎ こめ きょうかまい
しらすぼし とうふ にんじん たけのこ でんぷん さつまいも
わかめ しろみそ さやいんげん こまつな サラダゆ さとう
あかみそ もやし えのきたけ じゃがいも
ぎゅうにゅう だいず にんにく たまねぎ こくとうパン じゃがいも
ぶたにく ベーコン にんじん パセリ なたねあぶら さんおんとう
クリ―ム チーズ トマト トマトピューレ サラダゆ
たまご ツナ キャベツ きゅうり
ぎゅうにゅう とうふ なす たまねぎ こめ きょうかまい
ぶたにく あかみそ ねぎ にんじん おおむぎ サラダゆ
たまごやき ロースハム しいたけ にら でんぷん さんおんとう
スキムミルク にんにく しょうが はるさめ さとう
ぶたにく うずらたまご しょうが にんにく ちゅうかめん さんおんとう
むきえび いか しいたけ きくらげ でんぷん じゃがいも
ぎゅうにゅう しゅうまい たけのこ にんじん マヨネーズ　 ゼリー
ボンレスハム もやし はくさい しらたま さとう
ぎゅうにゅう ししゃも もやし にんじん こめ きょうかまい
たまご あぶらあげ きゅうり こまつな こむぎこ しろすりごま
しろみそ あかみそ だいこん ねぎ パンこ くろごま
だいず ほんしめじ ごぼう なたねあぶら サラダゆ
チーズ ぎゅうにゅう にんにく ちりめん パン マヨネーズ　
とりにく もずく キャベツ きゅうり サラダゆ さとう
とうふ じゃこ にんじん ホールコーン なたねあぶら でんぷん

絹さや しいたけ おはぎ
ぎゅうにゅう さば しょうが はくさい こめ きょうかまい
あかみそ かつおぶし ほうれんそう にんじん さとう さといも
とうふ とりにく だいこん ねぎ サラダゆ
ヨーグルト ごぼう
とりにく だいず たまねぎ にんじん こめ きょうかまい
スキムミルク ぎゅうにゅう ほんしめじ マッシュルーム おおむぎ じゃがいも
ロースハム にんにく しょうが サラダゆ こむぎこ

りんご トマトピューレ バタ― こめこ
なっとう ぎゅうにゅう キャベツ もやし こめ きょうかまい
さんま ロースハム ほうれんそう にんじん おおむぎ さとう
ぶたにく とうふ だいこん ねぎ はるさめ しろごま
しろみそ あかみそ しめじ しいたけ さといも サラダゆ
ぎゅうにゅう だいず にんじん たまねぎ パン ﾏｰｼｬﾙﾋﾞｰﾝｽﾞ

さけ たまご キャベツ きゅうり さといも なたねあぶら
たまご ボンレスハム ホールコーン ねぎ こむぎこ パンこ
わかめ ぶたにく もやし しいたけ サラダゆ さとう
ぶたにく むきえび しいたけ キムチ こめ きょうかまい
ぎゅうにゅう とうふ グリンピース ねぎ なたねあぶら さんおんとう
あかみそ のり しょうが ほうれんそう サラダゆ
わかめ とうふ もやし にんじん
ぎゅうにゅう とりにく にんにく しょうが こめ きょうかまい
ボンレスハム くらげ もやし きゅうり でんぷん じょうしんこ
しろみそ あかみそ ホールコーン だいこん なたねあぶら はるさめ
だいず にんじん ねぎ しろごま さとう
ぎゅうにゅう とうふ しょうが ねぎ こめ きょうかまい
ぶたにく むきえび にんじん はくさい サラダゆ さとう

こまつな たけのこ でんぷん しろごま
しいたけ きゅうり さつまいも なたねあぶら

663Kcal （21.9g）
26.7 29.7%
16.1% 2.5g

650Kcal 20～30%
13～20％ 2g未満

食生活のリズムを整えよう(朝食について）
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からだをつくるもとになる からだのちょうしをととのえる

脂質（ｇ）
塩分相当

量（ｇ） ねつやちからになる

19.9

2.7
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2.1
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621

29.0

635
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ツナのふりかけごはん　ぎゅうにゅう
ハニーマスタードチキン　ひじきサラダ
とうふのみそしる　アップルシャーベット

623

26.1

657

28.1

680

22.6

5

6

ごはん　ぎゅうにゅう
あつあげとゴーヤのチャンプル  ちゅうかサラダ
ワンタンスープ　なし

(火)
ごはん　ぎゅうにゅう　パンプキンオムレツ
とりゴマサラダ　みそしる　こざかなアーモンド

(金)
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2 (金)

(月)

(月)

7

8 (木)
ごはん　ぎゅうにゅう　ヘルシーハンバーグ
マセドアンポテトサラダ　やさいスープ

ココアあげパン　ぎゅうにゅう　やきにくサラダ
コーンクラムチャウダー

(水)

(金)
【十五夜　お月見献立】
さつまいもごはん　ぎゅうにゅう　さけのてりやき
のりずあえ　おつきみじる　つきみだんご

637

29.8

ごはん　ぎゅうにゅう
とりにくとさつまいものうまに   しらすあえ
とうふとわかめのみそ汁

631

22.5

695

31.5

(水)
むぎごはん　ぎゅうにゅう　マーボーどうふ
バンサンスー 　ミルクいもぼう

719

やさいあんかけそば　ぎゅうにゅう　しゅうまい
ポテトサラダ　フルーツしらたま

694

28.5
(木)

(火)

717

26.7

694

26.3

640

651

26.0

663

23.4

651

ごはん　ぎゅうにゅう　ししゃものゴマフライ
さんしょくあえ　いなかじる　きょほうゼリー

じゃこマヨトースト　ぎゅうにゅう　パリパリサラダ
もずくスープ　おはぎ

20

こくとうパン　ぎゅうにゅう　ポークビーンズ
コールスローサラダ　ようふうたまごやき

15

(火)

16

29

21 (水)
ごはん　ぎゅうにゅう　さばのみそに
おかかあえ　けんちんじる　ヨーグルト

ごはん　ぎゅうにゅう　とりにくのからあげ
はるさめサラダ　こんさいのみそしる　プリン

28 (水)

27

30 (金)
ごはん　ぎゅうにゅう　とうふとエビのうまに
ちゅうかきゅうり　だいがくいも 24.4

＜今月の給食目標＞　

22 (木)
あきのきのこチキンカレーライス　ぎゅうにゅう
わふうドレッシングサラダ　ポップビーンズ

29.6

(月)
むぎごはん　なっとう　ぎゅうにゅう
さんまのつつに　ちぐさあえ　あきのとんじる

702 27.0

32.0 2.0

(火)
しょくパン　マーシャルビーンズ　ぎゅうにゅう
さといもコロッケ きゃべつサラダ　わかめスープ

662

18.7

22.8 2.0

26

26.4

22.3 3.1

キムチチャーハン　ぎゅうにゅう
ぶたにくのみそづけやき　いそかあえ
たまごスープ　なし

633 23.2

30.2 2.9

※献立は都合により変更となる場合があり
ます。御了承ください。

～ お知らせ ～
4回目の振り替えは、９月３０日（金）になります。月末は残高不

足とならないよう、入金確認をお願いします。

１・２・３年生（１食￥２８０）・・・・￥５，３２０

４・５年生（１食￥３３０）・・・・￥６，２７０

６年生（１食￥３３０）・・・・￥５，９４０


