
日

曜
チキンカレー 708
ふくじんづけ
りっちゃんサラダ 17.4

ごはん 578
かんこくスープ
ぶたキムチサラダ 22.3

おちゃづけ 623
さけのしおやき
いりどり 31.4

やさいちゅうか 674
じゃがいももち

24.2

チリビーンズライス 633
コールスローサラダ

20.9

ツナトースト 629
トマトシチュー
グリーンサラダ 23.7

キムタクチャーハン 587
わかめスープ
くだもの 21.3

きつねどんぶり 620
やさいのぶちゃあえ
なめこじる 27.9

スパゲティーナポリタン 594
フォカッチャ
フレンチサラダ 26.3

さつまいもごはん 622
だいこんおろし
やきざかな 25.4
みたらしだんご
きなこあげパン 636
しらたまスープ
じゃがいものこうみあえ 22.8

あおなごはん 572
さかなのかわりソース
こふきいも 23.4
すましじる
はっぽうどん 643
だいずとじゃこのあまからあげ

もやしスープ 27.4

きつねうどん 557
ゆでやさい
おはぎ 18.7

わかめごはん 603
さかなのチリソース
バンサンスー 24.6
かんとんスープ
スタミナどん 610
かんこくスープ
くだもの 23.6

ｶﾞｰﾘｯｸﾄｰｽﾄ＆ﾚﾓﾝﾄｰｽﾄ 666
チリコンカン
ハニーサラダ 20.8

ごはん 626
はるさめのちゅうかに
ちゅうかスープ 21.1

ごはん 637
にくじゃがのうまに
かみかみつくだに 30.0
みそしる

9月　こんだてひょう

平成3１年 北区立　桐ケ丘郷小学校

こんだて
ぎ
ゅ
う

に
ゅ
う

あかのしょくひん きいろのしょくひん みどりのしょくひん

えいようか 行事
ちやにくになるしょくひん

はたらくちからに
なるしょくひん

からだのちょうしを
ととのえるしょくひん

2
月

とりにく,ぎゅうにゅう,かつ
お,ハム

こめ,あぶら,じゃがいも,バ
ター,こむぎこ,さとう

にんにく,しょうが,セロリー,たま
ねぎ,トマト,にんじん,りんご,トマ
トケチャップ,ふくじんづけ,キャベ
ツ,とうもろこし,きゅうり

5
木

とりにく,あぶらあげ,ぎゅう
にゅう,チーズ

ちゅうかめん,さとう,ごまあ
ぶら,ごま,じゃがいも,かた
くりこ

しょうが,ほししいたけ,にんじん,
ねぎ,もやし,きゅうり

4
水

わかめ,こんぶのつくだに,け
ずりぶし,こんぶ,ぎゅうにゅ
う,さけ,とりにく

こめ,ごま,あられ,あぶら,
じゃがいも,いとこんにゃく,
さとう

うめぼし,みつば,にんじん,たけの
こ,ほししいたけ,ごぼう,さやいん
げん

9
月

チーズ,ツナ,ぎゅうにゅう,
とりにく

しょくパン,マヨネーズ,あぶ
ら,じゃがいも,こむぎこ,さ
とう

とうもろこし,たまねぎ,パセリ,にんにく,セ
ロリー,にんじん,ホールトマト,トマト
ピューレ,トマトケチャップ,キャベツ,きゅ
うり  1-1

6
金

ベーコン,ぶたにく,とりに
く,だいず,チーズ,ぎゅう
にゅう

こめ,あぶら,じゃがいも,バ
ター,さとう

トマトピューレ,にんにく,たまね
ぎ,にんじん,トマトジュース,トマ
トケチャップ,キャベツ

11
水

あぶらあげ,たまご,けずりぶ
し,ぎゅうにゅう,とうふ,み
そ

こめ,さとう,かたくりこ,ご
ま

えのきたけ,たまねぎ,ねぎ,キャベ
ツ,だいこん,にんじん,きゅうり,な
めこ

B4

  1-3

10
火

ぶたにく,ぎゅうにゅう,とり
にく,みそ,とうふ,わかめ

こめ,あぶら,ごま,ごまあぶ
ら

にんじん,キムチ,たくあん,ピーマ
ン,にんにく,たまねぎ,ねぎ,くだも
の

 1-2

13
金

ぎゅうにゅう,さんま,とう
ふ,こんぶ,けずりぶし,あぶ
らあげ

こめ,さつまいも,ごま,さと
う,しらたまこ,じょうしん
こ,かたくりこ

だいこん,こねぎ,にんじん,ほしし
いたけ,たまねぎ,ねぎ

12
木

ベーコン,ぶたにく,チーズ,
ぎゅうにゅう

スパゲティー,あぶら,さと
う,こむぎこ,オリーブオイル

にんにく,セロリー,たまねぎ,にんじん,
ピーマン,マッシュルーム,トマト,トマ
トケチャップ,トマトピューレ,キャベ
ツ,きゅうり,りんご

18
水

ぎゅうにゅう,メルルーサ,こ
んぶ,けずりぶし,はんぺん,
わかめ

こめ,ごま,こむぎこ,かたく
りこ,あぶら,さとう,じゃが
いも

たまねぎ,あおのり,えのきたけ

 6-2

17
火

きなこ,ぎゅうにゅう,とう
ふ,けずりぶし,こんぶ,とり
にく,たまご

ショートニングパン,さとう,
しらたまこ,ごまあぶら,じゃ
がいも,マヨネーズ,ごま

ほししいたけ,にんじん,キャベツ,
ねぎ,こまつな,あおのり

20
金

あぶらあげ,とりにく,ぎゅう
にゅう,きなこ

さとう,ごまあぶら,ごま,う
どん,こめ,もちこめ,ごま

しょうが,ねぎ,にんじん,きゅうり,
もやし

19
木

ぶたにく,いか,むきえび,う
ずらのたまご,ぎゅうにゅう,
だいず,じゃこ,とりにく

こめ,あぶら,さとう,かたく
りこ,ごまあぶら,ごま,はる
さめ

にんにく,しょうが,ほししいたけ,
にんじん,ねぎ,はくさい,もやし,チ
ンゲンツァイ,こまつな

ぶたにく,とりにく,コチュ
ジャン,ぎゅうにゅう,とりに
く,たまご

こめ,ごまあぶら,さとう,ご
ま,あぶら

にんにく,にんじん,たまねぎ,ねぎ,
キムチ,にら,しょうが,ほししいた
け,もやし,キャベツ,こまつな,くだ
もの

24
火

わかめ,ぎゅうにゅう,ホキ,
ハム,ベーコン,とうふ

こめ,ごま,かたくりこ,こむ
ぎこ,ごまあぶら,さとう,は
るさめ,あぶら

にんにく,しょうが,ねぎ,トマトケ
チャップ,もやし,にんじん,きゅう
り,たまねぎ,ほししいたけ,たけの
こ,キャベツ,チンゲンツァイ  6-1

※　行事欄表示はＡ時程=Ａ　Ｂ時程=Ｂ　ＢＯＯＫ=ブックメニュー　クラス=ランチルーム給食又はバイキング給食　社会科見学＝社となります。

3
火

ぎゅうにゅう,とりにく,たま
ご,ぶたにく

こめ,あぶら,トック,ごま,ご
まあぶら

にんにく,しょうが,ほししいたけ,
にんじん,もやし,キャベツ,ねぎ,こ
まつな,キムチ

30
月

ぎゅうにゅう,ぶたにく,けず
りぶし,さつまあげ,じゃこ,
けずりぶし,しおこんぶ,わか
め,みそ

こめ,あぶら,いとこんにゃ
く,さとう,じゃがいも,ごま

にんじん,たまねぎ,さやいんげん,
だいこん,ねぎ

26
木

ぎゅうにゅう,しろいんげん
まめ,ベーコン,ぶたにく

コッペパン,バター,さとう,
あぶら,こむぎこ,はちみつ

にんにく,パセリ,レモンしる,たま
ねぎ,にんじん,ホールトマト,トマ
トケチャップ,さやいんげん,きゅう
り,キャベツ

25
水

27
金

ぎゅうにゅう,ぶたにく,けず
りぶし,とりにく,たまご

こめ,ごまあぶら,あぶら,は
るさめ,さとう,ごま

たまねぎ,たけのこ,ほししいたけ,
にんじん,にんにく,しょうが,にら,
ほししいたけ,しなちく,もやし,
キャベツ,ねぎ,こまつな A4

※　献立は食材購入などの都合により、変更することがあります。

※　栄養価は中学年のものです。低学年は０．９倍　高学年は１．１倍になります。

こんげつのもくひょう

きそくただしいせいかつをしよう。



　　


