
校長　　　　   小関　直

栄養士　　　　山下　慶子

エネルギー（ｋｃａｌ） たんぱく質（ｇ） 食塩相当量（ｇ）

冷やしわかめうどん

ちくわの二色揚げ

こまつなのごまおかかあえ

鶏そぼろご飯

かき玉汁

冷凍みかん

カレーチーズドック

スパイシーポテト

野菜スープ

炊き込み昆布ご飯

さばの塩焼き

ごまあえ

チンジャオロース麺

ツナ餃子

エビピラフ

タンドリーチキン

イカの香味サラダ

冷やしごまだれうどん

じゃが丸くん

マーボー茄子丼

こまつなのナムル

麦ご飯・しらすのおかかふりかけ

鯵の辛子風味フライ

味噌けんちん汁

スパゲティミートソース

ツナサラダ

なし

中華丼

杏仁豆腐

裏面へ続く

2.9

ぎょうざの皮  ツナ缶  たまねぎ  切干し大根  マヨネーズ  醤油
なたね油

こまつな  もやし  にんじん  醤油  三温糖  穀物酢  ごま油  ラー
油  白ごま

牛乳  クリーム  上白糖  ラム  粉寒天  パイン缶

ほうれんそう  にんじん  もやし  醤油  三温糖  白ごま

じゃがいも  でん粉  サラダ油  豚肉  たまねぎ  しょうが  醤油
三温糖  なたね油

いか  でん粉  なたね油  キャベツ  にんじん  もやし  切干し大
根  ごま油  サラダ油  穀物酢  醤油  ねぎ  ラー油  三温糖

蒸し中華めん(小麦粉、塩、かんすい)  サラダ油  にんにく  しょ
うが  トウバンジャン  豚肉  たけのこ  たまねぎ  にんじん  み
そ  醤油  ｵｲｽﾀｰｿｰｽ  三温糖  ケチャップ  ごま油  ピーマン  でん
粉

ごま油  こんにゃく  ごぼう  にんじん  とうがん  油揚げ  豆腐
さといも  ねぎ  こまつな  みそ

米  米粒麦  しらす干し  白ごま  ゆかり  かつお節

鶏肉  にんにく  しょうが  ケチャップ  ヨーグルト  カレー粉
サラダ油

あじ  にんにく  洋からし  穀物酢  醤油  薄力粉  鶏卵  パン粉
青のり  なたね油

ツナ  キャベツ  きゅうり  にんじん  たまねぎ  サラダ油  穀物
酢  醤油

2.7765

牛乳

牛乳

33.0

26.9

34.4 3.4768

米  米粒麦  サラダ油  しょうが  にんにく  豚肉  にんじん  たま
ねぎ  キャベツ  たけのこ  干ししいたけ  うずら卵  いか  醤油
でん粉  ごま油  穀物酢  こまつな

775

907

795

牛乳

27.5 3.2

11 月

8 金 牛乳

米  米粒麦  サラダ油  トウバンジャン  しょうが  にんにく
干ししいたけ  ねぎ  豚肉  にんじん  大豆  醤油  テンメンジャ
ン  三温糖  なす  なたね油  でん粉  ごま油  にら  ラー油

牛乳 30.1760

825 34.6

コッペパン(小麦粉、砂糖、脱脂粉乳など)  豚肉  大豆  にんじん
たまねぎ  切干し大根  サラダ油  しょうが  にんにく  セロリ
カレー粉  ソース  シュレットチーズ  パン粉  スライスチーズ

サラダ油  豚もも  にんじん  たまねぎ  キャベツ  こまつな  醤
油

じゃがいも  なたね油  チリパウダー

さば

1 金

4

5

月

31 木 牛乳

13 水 牛乳

水

7

火

12 火

6

木

平成29年度

牛乳

主  な  食  品

地粉うどん(小麦粉、塩)  鶏肉  油揚げ  にんじん  ねぎ  わかめ
醤油

こまつな  キャベツ  もやし  にんじん  醤油  かつお節  白ごま

4.7

献　立　名

8・9月　新座市立第六中学校学校給食献立表

栄  養  価

758 39.5

曜

水

日

30 焼き竹輪（卵白不使用：タラ、でん粉、砂糖など）  薄力粉  鶏
卵  青のり  カレー粉  なたね油

4.4

スパゲッティ  サラダ油  オリーブオイル  しょうが  にんにく
たまねぎ  にんじん  セロリー  豚肉  鶏肉  大豆  トマトピュー
レ  ケチャップ  ソース  醤油  薄力粉  バター  シュレットチー
ズ

米  米粒麦  サラダ油  しょうが  鶏肉  にんじん  干ししいたけ
三温糖  醤油  鶏卵  いんげん

米  米粒麦  サラダ油  バター  ベーコン  たまねぎ  セロリー  に
んじん  マッシュルーム  むきえび  醤油

牛乳

牛乳

豆腐  醤油  でん粉  鶏卵  わかめ  ねぎ

3.0861

なし

3.4

3.636.1

40.0

28.7

地粉うどん(小麦粉、塩)  鶏肉  にんじん  三温糖  みそ  醤油  白
ごま  こまつな  ねぎ

4.7

4.0741

みかん

牛乳

米  米粒麦  サラダ油  鶏肉  にんじん  油揚げ  干ししいたけ  糸
昆布  醤油  三温糖

766 31.4

都合により、材料や献立を変更する場合があります。
ご了承ください。

給食費の引き落としは９月５日（火）です。手数料が１０円かかります。
お忘れのないようにお願いいたします。

　○　埼玉県産の食材・・・牛乳・米・パン・大豆・味噌・醤油

　○　新座市産の食材・・・ じゃがいも・ごぼう・里芋

地産地消の推進について

痛みにくいお弁当作りのポイント
○手・調理器具・お弁当箱を清潔にしてから作る

→心配な人はアルコール消毒をしましょう

○しっかりと中まで加熱をする

→前日に作ったものも、朝再加熱をした方が安心です

○梅干や生姜、お酢を活用する

→ご飯を炊く時に米２合に対し大匙１のお酢を混ぜると痛みにくくなります

○水分をよく切る

→おかずの汁気はよく切ってから、また野菜はキッチンペーパー等でしっかりと

水分をふき取りましょう

○冷ましてからふたをする

→菌が好む温度は３０～４０度と言われているので、おかずがまだ冷めていない

のにフタをしてしまうと、菌が繁殖しやすい環境をつくることになってしまいます。

９月１６日は体育祭です

暑い季節のお弁当作りの
ポイントを載せました



校長　　　　   小関　直

栄養士　　　　山下　慶子

エネルギー（ｋｃａｌ） たんぱく質（ｇ） 食塩相当量（ｇ）

関西風冷やしうどん

かぼちゃの包み揚げ

カリカリ梅わかめご飯

肉じゃが

ごま味噌和え

鶏ネギ丼

即席漬け

炊き込みキムチビビンバ

ワンタンスープ

Ｆｅヨーグルト

夏野菜のスパゲティ

フライドポテトサラダ

麦ご飯・ひじきふりかけ

鮭のちゃんちゃん焼き

豚汁

きなこ揚げパン

豆腐団子スープ

ハムサラダ

里芋としめじの炊き込みご飯

秋刀魚の生姜煮

おかか和え

味噌ラーメン

ジャンボ揚げ餃子

カレーライス

海藻サラダ

平均 792 32.0 3.6

27 水 牛乳

4.5

ぎょうざの皮  豚肉  キャベツ  にら  ねぎ  しょうが  にんにく
醤油  ｵｲｽﾀｰｿｰｽ  ごま油  でん粉  薄力粉  なたね油

さんま  三温糖  醤油  穀物酢  しょうが

29 金 牛乳

米  米粒麦  豚肉  サラダ油  しょうが  にんにく  たまねぎ  にん
じん  じゃがいも  バター  薄力粉  カレー粉  ソース  ケチャッ
プ  醤油  アップルソース  クリーム 884 26.2 3.6

863 37.9

海藻ミックス  こんにゃく  にんじん  キャベツ  もやし  醤油
三温糖  穀物酢  サラダ油  ごま油

28 木 牛乳

蒸し中華めん（小麦粉、塩、かんすい）  サラダ油  しょうが
にんにく  トウバンジャン  みそ  豚肉  キャベツ  もやし  にん
じん  たまねぎ  醤油  ラー油  ごま油  にら  ねぎ

米  米粒麦  さといも  なたね油  ぶなしめじ  にんじん  油揚げ
醤油

780 28.7 3.5

26 火 牛乳

ツイストパン（小麦粉、砂糖、脱脂粉乳など）  なたね油  きな
粉  三温糖

779 29.4

こまつな  にんじん  もやし  醤油  かつお節

じゃがいも  なたね油  キャベツ  もやし  にんじん  ごぼう  三
温糖  穀物酢  醤油  サラダ油  ごま油

22 金 牛乳

4

サラダ油  豚肉  こんにゃく  ごぼう  にんじん  だいこん  油揚
げ  豆腐  こまつな  ねぎ  みそ

米  米粒麦  芽ひじき  醤油  ちりめんじゃこ  ゆかり  白ごま

鶏肉  豆腐  しょうが  鶏卵  でん粉  たけのこ  にんじん  キャベ
ツ  干ししいたけ  醤油  ねぎ  こまつな  ごま油

キャベツ  もやし  こまつな  サラダ油  醤油  穀物酢  たまねぎ
ハム

さけ  醤油  たまねぎ  にんじん  キャベツ  ぶなしめじ  じゃが
いも  バター  みそ

スパゲッティ  サラダ油  オリーブオイル  にんにく  セロリー
鶏肉  たまねぎ  マッシュルーム  トマト  ケチャップ  なす
ピーマン  ソース

牛乳

米  米粒麦  醤油  サラダ油  しょうが  にんにく  ねぎ  トウバン
ジャン  豚肉  豆腐  三温糖  にんじん  こまつな  もやし  穀物酢
ごま油  ラー油  白ごま  キムチ

(砂糖、乳製品、果汁（パイン、アップル、ピーチ、オレンジ、
みかん）など)

サラダ油  豚肉  にんじん  ねぎ  もやし  たけのこ  醤油  しょう
が  にら  ウェーブワンタン  ごま油

2.3

かぼちゃ  シュレットチーズ  春巻きの皮  なたね油

3.6

キャベツ  にんじん  きゅうり  七味とうがらし(唐辛子、のり、
ごまなど)  醤油

754 36.7 4.2

27.0 2.5

755 32.3

754 31.4 3.7

28.6 4.0

800 31.5

地粉うどん  油揚げ  鶏肉  なると（卵白不使用：タラ、イトヨ
リダイ、でん粉など）  干ししいたけ  醤油  ねぎ  こまつな

曜 献　立　名 主  な  食  品
栄  養  価

19 火 牛乳

米  米粒麦  鶏肉  しょうが  にんにく  でん粉  薄力粉  なたね油
サラダ油  たまねぎ  ねぎ  醤油  三温糖  七味とうがらし(唐辛
子、のり、ごまなど)

水

平成29年度

785

8・9月　新座市立第六中学校学校給食献立表

21 木 牛乳

20 756

15 金 牛乳

米  米粒麦  炊き込みわかめ  カリカリ梅  しらす干し  白ごま

こまつな  にんじん  もやし  醤油  三温糖  ごま油  みそ  白ごま

サラダ油  豚肉  じゃがいも  たまねぎ  にんじん  糸こんにゃく
いんげん  三温糖  醤油

14 木 牛乳

日

○手・調理器具・お弁当箱を清潔にしてから作る

→心配な人はアルコール消毒をしましょう

○しっかりと中まで加熱をする

→前日に作ったものも、朝再加熱をした方が安心です

○梅干や生姜、お酢を活用する

→ご飯を炊く時に米２合に対し大匙１のお酢を混ぜると痛みにくくなります

○水分をよく切る

→おかずの汁気はよく切ってから、また野菜はキッチンペーパー等でしっかりと

水分をふき取りましょう

○冷ましてからふたをする

→菌が好む温度は３０～４０度と言われているので、おかずがまだ冷めていない

のにフタをしてしまうと、菌が繁殖しやすい環境をつくることになってしまいます。


