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献立は材料の入荷状況により変更する事があります　　　　　　　

パン　こむぎこ
あぶら　バター

にんじん　なす　たまねぎ
マッシュルーム　キャベツ28 金 ミルクパン 牛乳

なすととうふのグラタン
 ジュリエンヌスープ　くだもの

ぶたにく　ベーコン　チーズ
とうふ　なまクリーム

けずりぶし　ぎゅにゅう

こめ　でんぷん　さとう
あぶら　ごまあぶら　いりごま

にら　にんじん　ちんげんさい
はくさいキムチ　はくさい
 ながねぎ　ホールコーン

たまねぎ　きくらげ　もやし

27 木

八王子産

しょうがごはん
牛乳

さばのごまみそやき
 やさいのうまに

 きゅうりのしおづけ

さば　あぶらげ　みそ
とりにく　ぎゅうにゅう

こめ　さとう　じゃがいも
 こんにゃく　いりごま　あぶ

ら

にんじん　さやいんげん
　ながねぎ　たけのこ　ごぼう

ほししいたけ　きゅうり

26 水 ぶたキムチどん 牛乳
ちんげんさいのとろみスープ

 もやしのナムル

ぶたにく　とりにく　とうふ
あぶらあげ　けずりぶし

ぎゅうにゅう

なまうどん　でんぷん
じょうしんこ　こむぎこ

　さとう　 さといも　あぶら

にんじん　こまつな
たまねぎ　ながねぎ　しめじ
だいこん　たけのこ　ごぼう

25 火

郷土料理　佐賀県

ごはん
牛乳

いかのからあげ　　だぶ
 のりあえ　くだもの

いか　とりにく　なまあげ
かまぼこ　けずりぶし

きざみのり　ぎゅうにゅう

こめ　でんぷん
こんにゃく　あぶら

にんじん　こまつな　れんこん
 たけのこ　 ごぼう

ほししいたけ　えのきたけ

21 金

十五夜献立

カレーなんばん
牛乳

おつきみだんご
とりにくとさといものにもの

あぶらあげ　とうふ　とりにく
 みそ　けずりぶし

ぎゅうにゅう

こめ　もちごめ　さとう
 でんぷん　くり

にんじん　さやえんどう
　こまつな　たけのこ　しめじ

ほししいたけ　たまねぎ

20 木 ごはん 牛乳
あつやきたまご
いものこじる

あおなともやしのにびたし

たまご　とりにく　みそ
けずりぶし　あぶらあげ
にぼし　ぎゅうにゅう

こめ　さとう　さといも
 こんにゃく　いりごま

にんじん　ほうれんそう
たまねぎ　ほししいたけ

 ながねぎ　もやし

19 水 ふきよせおこわ 牛乳
かきたまじる

　さつまあげのてりに

とりにく　あぶらあげ　たまご
 あぶらあげ　さつまあげ

　けずりぶし　ぎゅうにゅう

こめ　じゃがいも　しらたき
さとう　いりごま

ごまあぶら　あぶら

にんじん　こまつな　もやし
たまねぎ　はくさい

18 火

きびごはん
牛乳

しろみざかなのレモンソースがけ
ごもくきんぴら

みそしる　　くだもの

ホキ　あぶらあげ　みそ
カットわかめ　にぼし

ぎゅうにゅう

こめ　もちごめ　きび
でんぷん　さとう　こんにゃく

じゃがいも　あぶら
ごまあぶら　いりごま

にんじん　さやいんげん
　レモン　ごぼう　れんこん

だいこん　ながねぎ

14 金 ごはん 牛乳
くきわかめのごまふうみ

すきやきふうにもの
 こまつなのじゃこいため

ぶたにく　やきどうふ
くきわかめ　ちりめんじゃこ

ぎゅうにゅう

13 木

野菜350

マーガリンパン
牛乳

ポークビーンズ
カラフルサラダ　　くだもの

だいず　とりにく　けずりぶし
カットわかめ　ぎゅにゅう

パン　じゃがいも　さとう
こむぎこ　バター

あぶら　オリーブオイル

にんじん　あかピーマン
たまねぎ　マッシュルーム
グリンピース　キャベツ

　きゅうり　ホールコーン

12 水 ガーリックピラフ オレンジ
ジュース

ウインナーのケチャップあえ
 しろいんげんまめのポタージュ

 やさいとジャコのサラダ

ベーコン　しろいんげんまめ
ウィンナー　ちりめんじゃこ
なまクリーム　ぎゅうにゅう

11 火 ごはん 牛乳
さけのこうみやき

じゃがいものうまに
だいずのいそに

さけ　みそ　だいず
あぶらげ　ひじき

ぎゅうにゅう

こめ　じゃがいも
さとう　あぶら

にんじん　さやいんげん
ながねぎ　たまねぎ　ごぼう

こめ　むぎ　こむぎこ
さとう　オリーブオイル　あぶ

ら
 バター　いりごま

にんじん　ピーマン　パセリ
たまねぎ　マッシュルーム
キャベツ　ホールコーン

7 金

10 月 のざわなチャーハン 牛乳
あつあげのゴマソース

くずきりスープ　　ミニトマト

ハム　かつおぶしこ　たまご
なまあげ　けずりぶし

ちりめんじゃこ　ぎゅにゅう

こめ　さとう　くずきり
ごまあぶら　あぶら　いりごま

のざわなづけ　にんじん
ミニトマト　ほししいたけ

　はくさい　ながねぎ

こだいごはん 牛乳
さんまのつつに

しおにくじゃが 　うめおかかキャベツ
さんま　ぶたにく　かつおぶしこ

こんぶ　ぎゅうにゅう
こめ　あかまい　さとう

じゃがいも　しらたき　あぶら
にんじん　さやいんげん

たまねぎ　キャベツ　うめぼし

スパゲティ　でんぷん　さとう
オリーブオイル　あぶら

にんじん　ホールトマト
　たまねぎ　セロリ　レタス

ブルーベリー　レモン

6 木 マーボーどん 牛乳
もやしのスープ
だいがくいも

とうふ　ぶたにく　みそ
けずりぶり　ぎゅうにゅう

こめ　さとう　でんぷん
さつまいも　あぶら

ごまあぶら　いりごま

にんじん　にら　ながねぎ
もやし　ほししいたけ

5 水 スパゲティミートソース 牛乳
レタスとたまごのスープ

 ヨーグルトおんがたブルーベリーソース
ぶたにく　たまご　けずりぶし

チーズ　ぎゅうにゅう　ヨーグルト

4 火 ごまむぎごはん 牛乳
ししゃものいそべやき

とんじる　　アーモンドあえ

ぶたにく　あぶらあげ　みそ
ししゃも　けずりぶし

ぎゅうにゅう　あおのり

こめ　むぎ　じゃがいも
 こんにゃく　さとう　いりご

ま
 あぶら　アーモンド

にんじん　こまつな　だいこん
ごぼう　ながねぎ　はくさい

3 月 まめチキンカレー 牛乳
わかめスープ

 ゆかりきゅうり
だいず　とりにく　けずりぶし

カットわかめ　ぎゅにゅう

31 金 セルフサンド（きんぴら） 牛乳
ようふうおでん
 ごまめナッツ

とりにく　あげボール
やさいつみれ　ちくわ　いりこ

けずりぶし　ぎゅうにゅう

パン　さとう　じゃがいも
 グラニューとう　ごまあぶら

 いりごま　アーモンド

にんじん　さやいんげん
ごぼう　だいこん

 アルファかまい　じゃがいも
こむぎこ　バター
あぶら　いりごま

にんじん　ゆかりこ　たまねぎ
 グリンピース　えのきたけ
 ホールコーン　たけのこ

りんご　きゅうり

9月

8月

＊お知らせ＊

　　　　・給食費の引き落とし日は、9月11日（火）です。ご確認をお願いいたします。

　　　　　　　　　平成30年度
　　　　　　　　　8・9月こんだてよていひょう

八王子市立恩方第二小学校
（給食回数 8月3回・9月18回）

日・曜日

献立
こ ん だ て

名
めい

主
おも

な材料名
ざいりょうめい

29 水 ごはん 牛乳
ふりかけ

とうふのうまに
ツナあえ

ぶたにく　とうふ　みそ
ツナかん　ちりめんじゃこ

カットわかめ　ぎゅうにゅう

こめ　さとう　でんぷん
アーモンド　いりごま
あぶら　ごまあぶら

にんじん　ちんげんさい
はくさい　たけのこ
たまねぎ　きくらげ
キャベツ　きゅうり

30 木 わふうきのこピラフ 牛乳
にたまご　　ABCスープ

 クリームポテト

とりにく　うずらたまご　ベーコン
なまクリーム　けずりぶし

ぎゅうにゅう

こめ　アルファベットマカロニ
じゃがいも　バター　あぶら

にんじん　たまねぎ　しめじ
えのきたけ　グリンピース
キャベツ　ホールコーン


