
1 日 814 ｋcal 27.8 ｇ 2 日 871 ｋcal 25.2 ｇ 3 日 853 ｋcal 37.4 ｇ 4 日 874 ｋcal 32.8 ｇ

7 日 8 日 830 ｋcal 29.4 ｇ 9 日 806 ｋcal 33.3 ｇ 10 日 884 ｋcal 37.9 ｇ 11 日 821 ｋcal 29.3 ｇ

14 日 835 ｋcal 24.7 ｇ 15 日 827 ｋcal 33.5 ｇ 16 日 887 ｋcal 34.4 ｇ 17 日 811 ｋcal 28.8 ｇ 18 日 860 ｋcal 28.3 ｇ

21 日 22 日 23 日 24 日 878 ｋcal 32.5 ｇ 25 日 888 ｋcal 28.6 ｇ

28 日 786 ｋcal 31.2 ｇ 29 日 770 ｋcal 27.9 ｇ 30 日 837 ｋcal 37.8 ｇ

9月こんだてカレンダー 笹神中学校
平成27年9月

月 火 水 木 金
エネルギー量（kcal) たんぱく量（ｇ）

ごはん ポークカレー わかめごはん 背割りコッペパン
ししゃもフライ （麦ごはん） さんまの梅煮 チリコンカン
ごまあえ コーンサラダ さきいかのかみかみサラダ フルーツジュレ
じゃがいものみそ汁 牛乳 夏ののっぺい汁 コンソメスープ
牛乳 牛乳 牛乳
ふりかけ

おもに体を作る食品 ししゃも　わかめ　牛乳 ぶたにく　牛乳 わかめ　さんま　だいず　あつあげ
さきいか　ちくわ　とりにく

ぶたにく　だいず　チーズ
牛乳

おもに熱や力になる食品 米　あぶら　ごま　さとう
じゃがいも

米　むぎ　ごま　さとう
じゃがいも

米　アーモンド　あぶら
さとう　じゃがいも

パン　あぶら　さとう
マカロニ

おもに体の調子を整える食品
もやし　きゃべつ　にんじん
えのき　ねぎ

きゃべつ　きゅうり　にんじん
コーン　たまねぎ

きゃべつ　きゅうり　コーン
こんにゃく　きゅうり　にんじん
ごぼう　オクラ　しいたけ

たまねぎ　にんじん　トマト　にんじん
みかん　おうとう　パイン　セロリ
きゃべつ　しめじ

ピラフ ごはん ごはん 中華めん
白身魚のエスカベージュ 和風おろしハンバーグ さばのカレーてりやき 青のりポテト

代休 アーモンドキャベツ マセドアンサラダ 茎わかめのきんぴら ひじきのマリネ
小松菜のスープ わかめのみそ汁 豚汁 ねぎ塩スープ
牛乳 牛乳 牛乳 牛乳
ピーチゼリー
とりにく　しろみざかな　牛乳
白いんげん豆

とうふ　とりにく　わかめ
あおだいず　牛乳

さば　くきわかめ　さつまあげ
ぶたにく　とうふ　牛乳

ぶたにく　ひじき　あおのり
牛乳

米　あぶら　さとう
じゃがいも　アーモンド

さとう　じゃがいも　あぶら あぶら　さとう　ごま
じゃがいも

めん　あぶら　さとう
アーモンド

にんじん　たまねぎ　コーン　トマト
マッシュールーム　きゅうり
パセリ　きゃべつ　こまつな

だいこん　しょうが　きゅうり
パプリカ　えのき　ねぎ

にんじん　ごぼう　だいこん
ねぎ

ピーマン　きゃべつ　きゅうり
もやし　にんじん　メンマ
コーン　チンゲンサイ　ねぎ

ごはん ごはん ごはん 豆腐のそぼろ丼 米粉パン
春巻き なすの中華いため 鶏肉のレモンソース （麦ごはん） インディアンポテト
こんがりキツネサラダ ナムル きゃべつの昆布あえ カレーもやし カラフルサラダ
けんちん汁 ワンタンスープ 厚揚げのみそ汁 野菜のみそ汁 ジュリアンスープ
牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳

りんごジャム
ぶたにく　あぶらあげ　とうふ
牛乳

ぶたにく　牛乳 とりにく　こんぶ　だいず
あつあげ　牛乳

とうふ　あぶらあげ　牛乳 ぶたにく　ベーコン
白いんげんまめ　牛乳

米　あぶら　さとう　ごま
じゃがいも

米　あぶら　さとう
ワンタンの皮

米　あぶら　じゃがいも
ごま

米　むぎ　じゃがいも
あぶら　ごま

じゃがいも　あぶら　さとう

きゃべつ　きゅうり　にんじん
コーン　たまねぎ　しらたき
だいこん　えのき　ねぎ

なす　たまねぎ　ピーマン　にんじん
だいずもやし　ほうれんそう
チンゲンサイ　しいたけ　もやし
メンマ　ねぎ

パセリ　きゃべつ　きゅうり
えのき　ねぎ　こまつな

ごぼう　にんじん　にら
もやし　ほうれんそう　ごぼう
こんにゃく　きゃべつ　ねぎ

りんご　たまねぎ　パセリ
ピーマン　きゃべつ　きゅうり
にんじん　だいこん

ごはん 菜めし
さばのみそ煮 里芋コロッケ

敬老の日 国民の休日 秋分の日
おひたし 大豆のいそ煮
肉じゃが 豆腐のすまし汁
牛乳 牛乳

お月見だんご
さば　ぶたにく　牛乳 ぶたにく　さつまあげ　ひじき

だいず　とうふ　牛乳

さとう　あぶら
じゃがいも

米　あぶら　さとう
さといも

もやし　ほうれんそう
にんじん ごぼう　いんげん
こんにゃく

にんじん　ごぼう　こんにゃく
いんげん　しいたけ　たけのこ
えのき　きぬさや

炊き込みご飯 ごはん ごはん
さんまの塩焼き いかかつごまフライ たまごやき
アーモンドあえ きくらげのあえもの スタミナ納豆
かぼちゃのみそ汁 筑前煮 豆腐の四川風煮
牛乳 牛乳 牛乳

にんじん　ごぼう　もやし
ほうれんそう　しめじ
かぼちゃ　たまねぎ

ほうれんそう　もやし　きくらげ
にんじん　ごぼう　しいたけ
れんこん　こんにゃく　たけのこ
きぬさや

だいこん　こまつな　にんじん
たけのこ　ﾁﾝｹﾞﾝｻｲ

あぶらあげ　とりにく　さんま
牛乳

いか　　とりにく　牛乳 たまご　なっとう　チーズ
ぶたにく　とうふ　牛乳

米　むぎ　あぶら　さとう
アーモンド

米　あぶら　さとう 米　ごま　あぶら　さとう

 9月25日は十五夜です。十五夜は芋名月と

も呼ばれ、農作物の豊作を祈願するものです。 

 お月見には月見だんご、さといも、ぶどう、 

くり、豆などを月にお供えします。 

 

 この日の給食は里芋コロッケ、大豆のいそ煮

です。 


