
献立名　(材料名)

鶏団子の甘酢あんかけ（鶏団子、たけのこ 醤油 和風だし

（火)
にんじん、ピーマン） ﾏﾖﾈｰｽﾞ 中華だし

ぎょうざ　　煮付（大根、かまぼこ） ｹﾁｬｯﾌﾟ コンソメ

春雨サラダ（春雨、ハム、きゅうり、もやし） ソース ごま油

枝豆　　　りんご

サンドイッチ（ハムカツ、キャベツ、サンドイッチ用パン） マヨネーズ → アレルギー用マヨネーズ 玉 醤油 和風だし

（水)
サンドイッチ（ツナ、きゅうり、サンドイッチ用パン） ツナサラダ → アレルギー用サラダ 玉 ﾏﾖﾈｰｽﾞ 中華だし

サンドイッチ（イチゴジャム、サンドイッチ用パン） たまごスープ → 玉子抜き 玉 ｹﾁｬｯﾌﾟ コンソメ

バナナ　　 ソース ごま油

たまごスープ（玉子、わかめ）

肉豆腐（牛肉、玉葱、焼き豆腐、青葱） 醤油 和風だし

（木)
磯辺揚（竹輪、青のり）　グリーンリーフ ﾏﾖﾈｰｽﾞ 中華だし

ソース炒め（キャベツ、もやし、人参） ｹﾁｬｯﾌﾟ コンソメ

パイン缶 ソース ごま油

メンチカツ　　ハッシュドポテト ゆで玉子 → たまご抜き 玉 醤油 和風だし

（金)
きのこスパゲティ（スパゲティ、ベーコン、しめじ、玉ねぎ） ごまドレッシング → アレルギー用ドレッシング 玉 ﾏﾖﾈｰｽﾞ 中華だし

バンバンジー（蒸し鶏、きゅうり、もやし、ごまドレッシング） ｹﾁｬｯﾌﾟ コンソメ

ゆで玉子　　りんご缶 ソース ごま油

チキン南蛮　　コールスロー　タルタルソース タルタルソース → アレルギー用マヨネーズ 玉 醤油 和風だし

（月)
五目豆（大豆、大根、人参、枝豆、昆布） ﾏﾖﾈｰｽﾞ 中華だし

煮付（ごぼう天） ｹﾁｬｯﾌﾟ コンソメ

パイン缶 ソース ごま油

他人丼（豚肉、玉葱、卵、蒲鉾、青葱） 他人丼 → 卵抜き 玉 醤油 和風だし

（火)
バナナ ﾏﾖﾈｰｽﾞ 中華だし

ｹﾁｬｯﾌﾟ コンソメ

ソース ごま油

あじフライ　グリンリーフ 玉子とじ → 玉子抜き 玉 醤油 和風だし

（水)
ジャーマンポテト（ベーコン、じゃがいも） ﾏﾖﾈｰｽﾞ 中華だし

玉子とじ（高野豆腐、玉ねぎ、人参、グリンピース、玉子） ｹﾁｬｯﾌﾟ コンソメ

ナムル（もやし、わかめ） ソース ごま油

オレンジ

お月見ハンバーグ（ハンバーグ、目玉焼き風たまご） 目玉焼き風たまご → たまご抜き 玉 醤油 和風だし

（木)
スパゲティ（スパゲティ、ケチャップ） ﾏﾖﾈｰｽﾞ 中華だし

お月見団子　　みかん缶 ｹﾁｬｯﾌﾟ コンソメ

ごま和え（ほうれんそう、太もやし、白ごま） ソース ごま油

※目玉焼き風たまご（既製品）は、半熟ではありません。

キーマカレー（豚ミンチ、大豆、野菜ミックス、人参、 キーマカレー → ヨーグルト抜き 乳 醤油 和風だし

（金)
グリーンピース、水煮トマト、ニンニク、生姜、カレー粉 ﾏﾖﾈｰｽﾞ 中華だし

ヨーグルト、カレールー） ｹﾁｬｯﾌﾟ コンソメ

バナナ ソース ごま油

2019

使用調味料等

ごはん

給食

9/12

9/11

エネルギー：　387kcal　/　たんぱく質：　10.1g　/　脂質：　10.9g

エネルギー：　403kcal　/　たんぱく質：　11.9g　/　脂質：　13.9g

エネルギー：　413kcal　/　たんぱく質：　11g　/　脂質：　13.2g

エネルギー：　441kcal　/　たんぱく質：　14.4g　/　脂質：　12.7g

エネルギー：　444kcal　/　たんぱく質：　8.9g　/　脂質：　18.5g

エネルギー：　445kcal　/　たんぱく質：　15.1g　/　脂質：　9.3g

エネルギー：　402kcal　/　たんぱく質：　11.6g　/　脂質：　10.6g

ごはん

給食 エネルギー：　497kcal　/　たんぱく質：　11.3g　/　脂質：　10.6g

ごはん
給食

9/13

エネルギー：　463kcal　/　たんぱく質：　11.7g　/　脂質：　11.4g

9/10

ごはん
給食

ごはん
給食

ごはん
給食

9/9

9/5

ごはん

パン
給食

給食

9/6

9/4

アレルギー代替食・栄養価
※玉：たまごアレルギー　・　乳：牛乳・乳製品アレルギー

ごはん
給食

9/3

 9 月 の 献 立



献立名　(材料名)

五目青椒肉絲（牛肉、ピーマン、人参、もやし） かぼちゃサラダ → アレルギー用サラダ 玉 醤油 和風だし

（火)
春巻　　グリーンリーフ　 ﾏﾖﾈｰｽﾞ 中華だし

かぼちゃサラダ（南瓜、玉ねぎ、ツナ） ｹﾁｬｯﾌﾟ コンソメ

パイン缶 ソース ごま油

煮付（厚揚げ、なると）

えびクリームコロッケ　　グリーンリーフ えびクリームコロッケ → 野菜コロッケ 乳 醤油 和風だし

（木)
こふき芋　　 ﾏﾖﾈｰｽﾞ 中華だし

焼きビーフン（ビーフン、豚肉、たけのこ、キャベツ、人参） ｹﾁｬｯﾌﾟ コンソメ

みかん缶 ソース ごま油

天津飯（ミニ天津） 天津飯 → 中華丼 玉 醤油 和風だし

（金)
バナナ ﾏﾖﾈｰｽﾞ 中華だし

五目スープ（豚肉、春雨、白菜、玉葱、人参、しめじ、いんげん） ｹﾁｬｯﾌﾟ コンソメ

ソース ごま油

カレーライス(牛肉、じゃが芋、玉ねぎ、にんじん、 醤油 和風だし

（火)
カレールウ、ホワイトルウ、ガーリック) ﾏﾖﾈｰｽﾞ 中華だし

バナナ ｹﾁｬｯﾌﾟ コンソメ

ソース ごま油

豆腐ハンバーグ（豆腐ハンバーグ、スティックポテト、トマトソース) サラダ → アレルギー用ドレッシング 玉 醤油 和風だし

（水)
バジリコスパゲティ（スパゲティ、 ﾏﾖﾈｰｽﾞ 中華だし

パセリ、バジル、にんにく、オリーブデオリーブ） ｹﾁｬｯﾌﾟ コンソメ

サラダ（カニカマ、わかめ、きゅうり、もやし、ごまドレッシング） ソース ごま油

りんご

おでん（うずら玉子、こんにゃく、じゃがいも、大根、揚げ天） うずら玉子 → 厚揚げ 玉 醤油 和風だし

（木)
カレーコロッケ　カルシウム強化チーズ チーズ → ウィンナー 乳 ﾏﾖﾈｰｽﾞ 中華だし

グリーンリーフ ｹﾁｬｯﾌﾟ コンソメ

ソテー（ポークウインナー、いんげん、玉葱、人参） ソース ごま油

パイン缶

さつま芋ご飯（さつま芋、ごま塩） 醤油 和風だし

（金)
白身フライ　　　ウインナー ﾏﾖﾈｰｽﾞ 中華だし

おかか和え（刻みオクラ、花かつお） ｹﾁｬｯﾌﾟ コンソメ

プチゼリー　　ちゃんぽんスープ（中華麺、豚肉、蒲鉾、 ソース ごま油

キャベツ、玉葱、人参、もやし)

チキンカツ 醤油 和風だし

（月)
焼きそば（焼きそば麺、豚肉、キャベツ、人参） ﾏﾖﾈｰｽﾞ 中華だし

炒め煮（いんげん、人参、糸こんにゃく、竹輪） ｹﾁｬｯﾌﾟ コンソメ

さつまあげ　　みかん缶 ソース ごま油

2019

使用調味料等

 9 月 の 献 立

アレルギー代替食・栄養価
※玉：たまごアレルギー　・　乳：牛乳・乳製品アレルギー

9/17

ごはん
給食 エネルギー：　494kcal　/　たんぱく質：　9.7g　/　脂質：　21.3g

9/19

ごはん

エネルギー：　404kcal　/　たんぱく質：　7.7g　/　脂質：　10.1g

給食

9/24

エネルギー：　415kcal　/　たんぱく質：　8.6g　/　脂質：　5.7g

給食

9/20

ごはん

ごはん
給食

9/25

エネルギー：　476kcal　/　たんぱく質：　9.4g　/　脂質：　10.4g

ごはん
給食 エネルギー：　423kcal　/　たんぱく質：　10.4g　/　脂質：　11.2g

9/26

ごはん
給食

9/27

ごはん

エネルギー：　409kcal　/　たんぱく質：　9.7g　/　脂質：　10.7g

給食

9/30

エネルギー：　432kcal　/　たんぱく質：　11.8g　/　脂質：　7.6g

ごはん
給食 エネルギー：　409kcal　/　たんぱく質：　10.5g　/　脂質：　10.4g


