
令和３年度

NO.1 新座市立大和田小学校

牛乳 料理名 血や肉や骨をつくる 熱や力のもとになる 体の調子をととのえる そのほか

なつやさいのスパゲティ Feウインナー　ぶた肉
スパゲティ　油
オリーブ油

とうがらし　にんにく　玉ねぎ
トマト(缶)　ズッキーニ
なす　バジル

トマトケチャップ
トマトピューレ　塩
こしょう　白ワイン
ウスターソース
しょう油

カリカリサラダ 油　じゃがいも
キャベツ　きゅうり　コーン
にんじん

酢　しょう油　塩
こしょう　からし
チリパウダー

ツナそぼろどん ツナ　たまご
米　麦　油　きび糖
ごま

にんじん　しょうが
ほうれん草

酒　みりん　しょう油
塩

とうがんじる とり肉　豆腐 でん粉 とうがん　こねぎ
だし昆布　けずり節
酒　みりん　塩
淡口しょう油

わかめごはん わかめ　ちりめんじゃこ 米　麦　ごま だし昆布　酒

とりにくのからあげ とり肉
ごま油　油
小麦粉　でん粉

しょうが　にんにく 酒　しょう油

みそしる みそ　油揚げ じゃがいも 小松菜　長ねぎ だし昆布　煮干し

キムチチャーハン ぶた肉 米　麦　油　ごま油
にんにく　長ねぎ　ニラ
はくさいキムチ

塩　豆板醤　酒
しょう油

パリパリサラダ ひじき ワンタンの皮　油
キャベツ　きゅうり　コーン
にんじん

酢　塩　こしょう
しょう油　からし

ヨーグルト ヨーグルト

えだまめごはん ちりめんじゃこ 米　麦 えだまめ だし昆布　塩　酒

なつのミートローフ ぶた肉　とり肉　おから 油　きび糖　でん粉 玉ねぎ　オクラ　コーン
塩　こしょう　酒
しょう油　みりん

ごまみそあえ みそ 砂糖　ごま もやし　ほうれん草　にんじん しょう油　みりん

ごもくあんかけやきそば
ぶた肉　あさり　えび
いか

中かめん　油　きび糖
でん粉

しょうが　にんにく　にんじん
たけのこ　玉ねぎ　きくらげ
もやし　キャベツ　チンゲン菜

酒　塩　しょう油　酢
こしょう

ぎゅうにゅうかんいり
フルーツミックス

牛乳 砂糖　グラニュー糖
みかん(缶)　パイン(缶)
もも(缶)　なし(缶)　粉寒天

ラム　白ワイン

はつがげんまいごはん 米　発芽げん米 酒

さばのしおやき さば 塩

おひたし きび糖 小松菜　もやし　えのきたけ しょう油　酒

すましじる 豆腐 しめじ　小松菜　長ねぎ
だし昆布　けずり節
酒　みりん　塩
しょう油

きなこあげパン きなこ ツイストパン　砂糖　油 塩

ひよこまめとやさいのスープ Feウインナー　ひよこ豆 じゃがいも
玉ねぎ　にんじん　キャベツ
ほうれん草　しめじ
マッシュルーム

鶏がら　酒　塩
こしょう　しょう油

やきにくサラダ ぶた肉 油　ごま油　きび糖
こんにゃく　もやし　きゅうり
にんじん　えだまめ

酒　しょう油　酢　塩
こしょう

10 金 ○ 667 26.1

9 木 ○ 622 27.6

8 水 ○ 610 28.3

7 火 ○ 590 26.4

6 月 ○ 589 20.3

3 金 ○ 637 26.8

2 木 ○ 634 26.0

　９月分　学校給食予定献立表

日
曜
日

こんだて おもな食品 たんぱく質
（g）

1 水 ○ 590 21.9

エネルギー
（kcal）

夏休みも終わり、２学期がスタートしました。みなさんは夏休み中に夜更かしをしたり、朝寝坊をして朝

ごはんを抜いたりしていませんでしたか？夏休みの疲れを残している人もたくさんいると思いますが、しっ

かり勉強して運動するためには、食事・運動・睡眠などの日常生活を規則正しく行って生活リズムを取り

戻し、体調を整えることが大切です。充実した２学期を過ごすため、まずは『早寝・早起き・朝ごはん』を心

がけましょう。
じゃがいも

★朝ごはんから、元気な１日をスタートさせましょう★

すっきり排便 朝ごはん 頭すっきり 体 元気

睡眠中も脳や体は働いていますから、朝起きたときの脳や体はエネル

ギー不足で電池が切れているような状態です。ですから、朝ごはんをしっ

かり食べて栄養を補給し、学校で元気に勉強や運動ができるようにしま

しょう。

朝ごはんの内容ですが、「トーストだけ」や「コーンフレークだけ」と

いった単品のみの朝ごはんの児童も見受けられます。夕ご飯のおかずを少

し多めに作って、朝はその残りを食べたり、包丁を使わずに調理できる簡

単なたまご料理や、果物をつけるなど、少しの工夫で栄養価がアップしま

す。忙しい朝ですが、もう一品増やせるように考えてみてください。



令和３年度

NO.２ 新座市立大和田小学校

牛乳 料理名 血や肉や骨をつくる 熱や力のもとになる 体の調子をととのえる そのほか

むぎごはん・てづくりふりかけ
わかめ　ちりめんじゃこ
かつお節

米　麦　ごま しそ 塩

いそに とり肉　ひじき　大豆 じゃがいも　油　三温糖
こんにゃく　にんじん
さやえんどう

酒　しょう油

やさいのピリからあえ きび糖　ごま油 キャベツ　きゅうり　にんじん 酢　ラー油

しょうゆラーメン ぶた肉 中かめん　油　ごま油
しょうが　にんにく　にんじん
コーン　もやし　長ねぎ　ニラ

鶏がら　豚骨　だし昆布
豆板醤　しょう油　酒
みりん　塩　ラー油

イカのカリンあげ イカ 小麦粉　でん粉　油 しょうが 酒　しょう油

ぶどう ぶどう

やまがたしょくパン・いちごジャム 山型しょくパン　ジャム

なすとポテトのチーズやき
ぶた肉　高野豆腐
チーズ

油　じゃがいも
にんにく　玉ねぎ　にんじん
トマト(缶)　なす

塩　こしょう
トマトケチャップ
ウスターソース

やさいスープ Feウインナー 油
玉ねぎ　にんじん　キャベツ
コーン

鶏がら　酒　塩
こしょう　しょう油

ごもくごはん とり肉　油揚げ 米　麦　きび糖　油
にんじん　ごぼう　こんにゃく
干ししいたけ

だし昆布　酒　みりん
淡口しょう油

かんぱちのたつたあげ かんぱち でん粉　油 しょうが 酒　しょう油

あおなとかんぴょうのあえもの 砂糖　ごま 小松菜　にんじん　かんぴょう 酒　しょう油

カレーライス ぶた肉
米　麦　油　小麦粉
じゃがいも

しょうが　にんにく　玉ねぎ
にんじん

赤ワイン　鶏がら　塩
トマトケチャップ
中濃ソース　しょう油
ウスターソース
こしょう　カレー粉

コーンサラダ 油　ごま油　砂糖
キャベツ　にんじん　コーン
きゅうり

酢　こしょう　しょう油

めいげつごはん 油揚げ 米　麦　里いも　油 にんじん　しめじ　まいたけ
だし昆布　酒　みりん
淡口しょう油

かきたまじる とり肉　豆腐　たまご でん粉 小松菜　長ねぎ
けずり節　酒　みりん
塩　しょう油

みたらしだんご 白玉もち　砂糖　でん粉 しょう油

えびピラフ Feウインナー　えび
米　麦　オリーブ油
油

玉ねぎ　マッシュルーム
にんじん　パセリ

塩　こしょう　白ワイン
淡口しょう油

ツナサラダ ツナ　ひじき 油　砂糖
キャベツ　きゅうり　コーン
にんじん

酢　しょう油　こしょう

シナモンラふク
ふ　バター
グラニュー糖

シナモン

むぎごはん 米　麦

さわらとこまつなのあまからいため さわら でん粉　油　きび糖 しょうが　ごぼう　小松菜 酒　しょう油　みりん

ミニトマト ミニトマト

キャベツとあつあげのみそしる みそ　生揚げ キャベツ　長ねぎ　ほうれん草 煮干し

かまやきビビンバ ぶた肉　たまご
米　麦　ごま油　油
砂糖　ごま

だいこん　にんじん　小松菜
もやし　しょうが　にんにく
玉ねぎ

ラー油　コチュジャン
豆板醤　しょう油
みりん　レモン汁

はるさめスープ とり肉 ごま油　春雨
干ししいたけ　たけのこ
にんじん　もやし　キャベツ
こねぎ

鶏がら　酒　塩
こしょう　しょう油

れいとうみかん みかん

きのこうどん とり肉　油揚げ うどん
にんじん　えのきたけ　しめじ
しいたけ　小松菜

だし昆布　けずり節　塩
酒　みりん　しょう油

だいがくいも
さつまいも　油　三温糖
水あめ　ごま

酢　しょう油　酒

カレーピラフ Feウインナー 米　麦　オリーブ油　油
玉ねぎ　にんじん　パセリ
マッシュルーム

カレー粉　白ワイン
塩　こしょう

かんぱちのムニエル かんぱち
小麦粉　バター
オリーブ油

塩　こしょう　白ワイン

こんにゃくサラダ 油
こんにゃく　キャベツ　コーン
にんじん　えだまめ　玉ねぎ

しょう油　酢　塩
こしょう　マスタード

むぎごはん 米　麦

マーボーなす ぶた肉　みそ
油　きび糖　でん粉
ごま油

しょうが　にんにく　長ねぎ
干ししいたけ　にんじん
なす　ニラ

豆板醤　鶏がら　酒
しょう油　甜麵醬
ラー油

ナムル 砂糖　ごま油
切り干し大根　もやし　小松菜
きゅうり　にんにく

しょう油　ラー油

※学校行事や食材の都合等により、内容を変更する場合があります。ご了承ください。 今月の平均値 616 24.2

基準値 650 26.8

　

30 木 ○ 592 21.6

13 月 ○ 589 24.6

21 火 ○ 653 25.1

29 水 ○ 614 22.5

28 火 ○ 607

たんぱく質
（g）

９月分　学校給食予定献立表

日
曜
日

こんだて おもな食品 エネルギー
（kcal）

22.3

15 水 ○ 651 28.1

14 火 ○ 636 29.8

22 水 ○ 589 20.3

16 木 ○ 586 22.9

17 金 ○ 698 22.3

27 月 ○ 598 22.0

24 金 ○ 611 28.3

今月の行事食など

〇９月 １日(水) ２学期給食開始

〇９月２１日(火) お月見の献立

今月の支援食材！

３日(金)・２４日(金)

長崎県産 煮干し

１６日(木)・２９日(水)

鹿児島県産 かんぱち

２４日(金)

福井県産 さわら

今月も、新型コロナの影響で余剰

在庫となった食材を無償で給食に提

供していただきました。

しっかり食べて食品ロスを減らしま

しょう。


