
ちやにくの ねつや力の からだのちょうしを
もとになる もとになる ととのえる

(赤) (黄) (緑) たんぱく質

とりにく こめ・バター たまねぎ・にんじん・エリンギ

やさいリゾット だいず・チーズ さとう・あぶら ホールトマト・ホールコーン

ぎゅうにゅう じゃがいも セロリ・ブロッコリー 25.9
とうふ・ぶたにく こめ・あぶら ナス・にんじん・にら・とうがん

マーボーナスどん みそ・たまご さとう・ごまあぶら ねぎ・しょうが・にんにく

ぎゅうにゅう でんぷん たまねぎ・ホールコーン・くだもの 21.5
とりにく・あおだいず こめ・バター しいたけ・さやえんどう・にんにく

わふうきのこピラフ メルルーサ・ベーコン オリーブオイル えのき・にんじん・パセリ・しめじ

ぎゅうにゅう パンこ・あぶら エリンギ・たまねぎ・キャベツ 25.2
あぶらあげ・のり・みそ さとう・でんぷん かんぴょう・にんじん・ほししいたけ

ちらしずし とうふ・たらすりみ こんにゃく・あぶら さやいんげん・れんこん・しょうが

たまご・ぎゅうにゅう こめ・さといも ねぎ・ごぼう・きくらげ・だいこん 19.9
ぼうぎょうざ ぶたにく こめ・あぶら・さとう ホールコーン・にら・きゅうり・にんじん

チャーハン きのこスープ ベーコン ごまあぶら・はるさめ しょうが・はくさい・ながいも・にんにく

ピリからきゅうり ぎゅうにゅう でんぷん・ぎょうざのかわ きくらげ・しめじ・えのき・ねぎ・たまねぎ 20.8
ぶたにく・わかめ こめ・あぶら にんにく・しょうが・たまねぎ・キャベツ

なつやさいカレー ヨーグルト バター・さとう にんじん・かぼちゃ・ズッキーニ・きゅうり

ぎゅうにゅう ごま・ごまあぶら ナス・さやいんげん・リンゴ・ブルーベリー 21.0
ビーンズトマトシチュー きんときまめ・チーズ パン・さとう・ごま・ごまあぶら にんじん・ごぼう・たまねぎ・もやし

きんぴらサンド かりかりサラダ とりにく・あおだいず じゃがいも・はくりきこ・バター にんにく・マッシュルーム・くだもの

くだもの ぎゅうにゅう ワンタンのかわ・あぶら ホールコーン・にら・きゅうり・にんじん 25.8
にしょくあげ ししゃも・ちくわ ししゃも・たまご・ちくわ こめ・むぎ かぼちゃ・こまつな

むぎごはん みそしる あおのり・けずりぶしこ はくりきこ しめじ・にんじん
やさいのごまおかか ぎゅうにゅう・みそ あぶら・ごま キャベツ・きゅうり 24.0

ぎせいどうふ ほしほたて・たまご・とうふ こめ・さとう にんじん・ねぎ・ごぼう
ゆうやけごはん つきみだんごじる あぶらあげ・とりにく ごま・しらたまこ だいこん・ばんのうねぎ

くだもの ちりめんじゃこ・ぎゅうにゅう じょうしんこ ほししいたけ・くだもの 27.7
きんときまめ こめ・あぶら にんにく・しょうが・たまねぎ

ハヤシライス ぶたにく・チーズ はくりきこ・バター にんじん・エリンギ・キャベツ

ぎゅうにゅう オリーブオイル きゅうり・ミックスフルーツ 20.2
あかうおのみそやき あかうお・みそ・のり こめ・もちごめ にんじん・ごぼう・ねぎ

くりごはん けんちんじる ぶたにく・あぶらあげ くり・ごま・さとう さといも・だいこん
こまつなとえのきのり とうふ・ぎゅうにゅう こんにゃく・あぶら こまつな・えのき 26.2

じゃこサラダ とりにく・あぶらあげ うどん・でんぷん にんじん・たまねぎ
カレーなんばん とうふドーナッツ ちりめんじゃこ・とうふ さとう・ごまあぶら ほうれんそう・ねぎ

くだもの きなこ・ぎゅうにゅう はくりきこ・あぶら キャベツ・くだもの 21.1
あきやさいのグラタン とりにく・ベーコン パン・あぶら さといも・たまねぎ・しめじ・セロリ

ソフトフランスパン ミネストローネ チーズ・ぎゅうにゅう はくりきこ・バター ブロッコリー・キャベツ・にんにく・パセリ

くだもの しろいんげんまめ アルファベットマカロニ ホールトマト・にんじん・くだもの 18.2
カレースープに とりにく・くじらにく パン・あぶら にんじん・たまねぎ・にんにく

ミルクパン くじらのたつたあげ やさいつみれ じょうしんこ しょうが・キャベツ
きゅうりのピクルス ぎゅうにゅう さとう・じゃがいも きゅうり・さやえんどう 29.6
イカのこうみやき いか・とりにく こめ・あかまい・さといも しょうが・にんにく

ごこくごはん ちくぜんに きんときまめ・ちくわ もちごめ・むぎ・きび・あぶら ごぼう・にんじん・ねぎ
きんときまめのあまに みそ・ぎゅうにゅう こんにゃく・さとう・ごま さやいんげん・たけのこ 26.9

だいずのあげに タコ・うずらのたまご・みそ こめ・じゃがいも 　キャベツ
タコめし ぐだくさんのみそしる だいず・あぶらあげ・にぼし でんぷん・ごま きゃべつ・もやし

うずらのたまごのしょうゆに あおのり・ぎゅうにゅう 　　 さとう・あぶら にんじん 25.8
アーモンドいりふりかけ さんま・ワカメ

さんまのうめに とうふ・かつおぶしこ
なめこのみそしる あぶらあげ・みそ

あおなとあぶらあげのごまあえ ぎゅうにゅう 26.5
ぶたにく こめ・さとう にんにく・しょうが・えのき

ビビンバ たまご・ワカメ ごまあぶら・ごま きりぼしだいこん・もやし

ぎゅうにゅう あぶら・でんぷん にんじん・ほうれんそう・レタス 22.7

※献立は食材の関係等で変更することがあります。ご了承ください。

※お知らせ※
9月の給食費引き落とし日は、11日(火)です。御確認をお願いいたします。
給食が始まりますと給食当番の児童が週末に白衣を持ち帰ります。二学期も洗濯や補修にご協力をお願いいたします。

１９～２０日は５年生の移動教室があります。

２７日は１～４年生が夕焼け農園で飯ごう炊さんを行います。この日は5・6年のみの給食となります。

今月のこんだてより

６日　　根菜チップス　　　　　れんこんとさつまいもを薄くスライスした物を油で揚げます。人気の一品です。

１０日　ブルーベリーソース　　９日に地元の中村農園で1・2年生がおいしいブルーベリーを収穫してきてくれます。

　　　　　　　　　　　　　　　新鮮なブルーベリーを使い、ジャムにしていただきます。

１３日　月見団子汁　　　　　　十五夜のきれいなお月様に見立てた団子を汁の中に浮かべてみました。　　

１８日　くりごはん　　　　　　秋の味覚、くりごはんを作ります。
２６日　タコめし　　　　　　　味付けしたタコをご飯に混ぜ、上にタコの頭をイメージしたうずらの卵を乗せます。

691

624

27 金

イタリアンサラダ
ミックスフルーツ

オレンジ

ジュース
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