
令和２年度  9月　献立予定表 足立区立六月中学校
　　校長　　　　塚原　　　洋
　　栄養士　　青木　八重子

日 牛

曜日 乳

さば 鶏肉 米　　砂糖　　油 にんじん 小松菜 大根 857 kcal

1 生揚げ みそ じゃが芋 ごま ごぼう ねぎ にんにく 32 g

火 茎わかめ ごま油 29 g

豚肉　　うずら卵 米　米粒麦　砂糖 にんじん 小松菜 キャベツ 764 kcal

2 いか えび でんぷん ごま 玉ねぎ 干し椎茸 きゅうり 29 g

水 わかめ のり 油 ごま油 もやし　生姜　にんにく　　梨 20 g

豚肉 きな粉 パン 　砂糖 にんじん 玉ねぎ キャベツ 756 kcal

3 いんげん豆 じゃが芋 　油 きゅうり　さやいんげん　コーン 26 g

木 バター にんにく トマト缶 25 g

はたはた 鶏肉 米　砂糖　油　ごま にんじん キャベツ きゅうり 761 kcal

4 豆腐 みそ でんぷん 小麦粉 切干大根 もやし ごぼう 25 g

金 のり さつま芋 ごま油 大根 ねぎ 生姜 20 g

鶏肉 油揚げ うどん 小麦粉 にんじん 小松菜 ねぎ 760 kcal

7 うずら卵 ツナ 砂糖　油　バター 干し椎茸 キャベツ きゅうり 31 g

月 たまご 練りごま 31 g

豚肉 大豆 パン マカロニ にんじん 小松菜 なす 796 kcal

8 鶏肉 たまご じゃが芋 小麦粉 玉ねぎ キャベツ にんにく 31 g

火 ピザチーズ でんぷん 油 冷凍パイン 28 g

豚肉 生揚げ 米　　米粒麦　　油 にんじん 玉ねぎ 小松菜 815 kcal

9 粉かつお ひじき じゃが芋 砂糖 干し椎茸 きゅうり もやし 29 g

水 こんにゃく　　ごま さやいんげん　　きくの花 20 g

もうかさめ　みそ 米　　砂糖　　油 にんじん キャベツ きゅうり 799 kcal

10 油揚げ 豆腐 こんにゃく　ごま油 大根 えのき ねぎ 30 g

木 炊き込みわかめ でんぷん ごま 生姜 26 g

鶏肉 米　　砂糖　　油 にんじん 玉ねぎ 小松菜 856 kcal

11 粉チーズ じゃが芋 小麦粉 キャベツ きゅうり 生姜 24 g

金 しらたき ごま油 にんにく りんご 25 g

いか えび スパゲッティ　油 にんじん　玉ねぎ　もやし　生姜　キャベツ 791 kcal

14 ベーコン ツナ アーモンド　　砂糖 ﾏｯｼｭﾙｰﾑ　ﾋﾟｰﾏﾝ　きゅうり　にんにく 31 g

月 ｵﾘｰﾌﾞ油 トマト缶　みかん・もも・りんご缶 23 g

生サケ　豚肉　みそ 米 砂糖 にんじん 小松菜 キャベツ 751 kcal

15 油揚げ　 切昆布 でんぷん 油 もやし えのき ねぎ 39 g

火 たまご 豆腐 生姜 21 g

豚肉 鶏肉 米　　 ごま油 にんじん　玉ねぎ　もやし　にんにく 792 kcal

16 うずら卵 でんぷん 砂糖 キャベツ 白菜キムチ　　にら 29 g

水 乾しワンタン 干し椎茸　　ねぎ　　生姜　　梨 20 g

鶏肉 たまご パン　　砂糖　　油 にんじん 玉ねぎ キャベツ 772 kcal

17 ひよこ豆 ハム 小麦粉 パン粉 きゅうり えのき レモン 39 g

木 ﾖｰｸﾞﾙﾄ じゃが芋 モロヘイヤ　　にんにく 32 g

ししゃも 鶏肉 米　　もち米　　油 にんじん ごぼう しめじ 749 kcal

18 生揚げ 油揚げ しらたき ごま キャベツ 小松菜 もやし 30 g

金 みそ 小麦粉 砂糖 玉ねぎ ねぎ 生姜 26 g

豚肉 大豆 中華めん 砂糖 791 kcal

23 みそ ツナ でんぷん ごま 32 g

水 粉寒天 油 ごま油 23 g

ﾒﾙﾙｰｻ ベーコン パン　砂糖　ｵﾘｰﾌﾞ油 にんじん 玉ねぎ かぼちゃ 827 kcal

24 ウインナー 生ｸﾘｰﾑ 小麦粉　ペンネ　ﾊﾞﾀｰ ピーマン りんご にんにく 33 g

木 いんげん豆 でんぷん　さつま芋　油 レモン 26 g

鶏肉 大豆 米　油　　中ざら糖 にんじん 小松菜 ごぼう 815 kcal

25 さつま揚げ　みそ はちみつ じゃが芋 大根 ねぎ 生姜 33 g

金 生揚げ こんにゃく 砂糖 24 g

豚肉 鶏肉 米　　米粒麦　　油 にんじん わけぎ 玉ねぎ 797 kcal

28 たまご 豆腐 でんぷん ごま ねぎ もやし えのき 32 g

月 わかめ ごま油 にんにく レモン 柿 26 g

豚肉 鶏肉 パン 砂糖 にんじん　ごぼう　玉ねぎ　かぶ 761 kcal

29 うずら卵 ﾖｰｸﾞﾙﾄ じゃが芋 はちみつ かぶの葉　セロリー　キャベツ 30 g

火 ピザチーズ 油　　ごま油 みかん缶 もも缶 パイン缶 26 g

さば文化干し　 米 くるみ にんじん キャベツ もやし 851 kcal

30 生揚げ わかめ じゃが芋 砂糖 小松菜 玉ねぎ えのき 30 g

水 みそ レモン 32 g

※給食前後は手洗いをしっかり行いましょう。

９月のかむカムデーは、１８日（金）です。

米粉パンの
きんぴらドッグ

ポトフ

ご飯
さばの文化干し
くるみ和え
みそ汁

ぶどうパン
魚のバーベキューソース

ペンネソテー
かぼちゃとさつま芋のポタージュ

ご飯
鶏の照り焼き
五目豆
田舎汁

ねぎ塩豚丼 豆腐とたまごのスープ

ジャージャー麺 ツナサラダ

昆布ご飯
魚の西京焼き
お浸し
かきたま汁

豚キムチ丼 ワンタンスープ

セサミパン
フィラハバネー
ひよこ豆のサラダ
モロヘイヤのスープ

鶏五目ごはん
ししゃもの２色揚げ
生姜和え
生揚げのみそ汁

チキン
カレーライス

人参ドレッシングサラダ

ペスカトーレ アーモンドサラダ

なすのミートグラタン
洋風たまごスープ

麦ごはん
ふりかけ
肉じゃが
菊花のおひたし

わかめご飯
魚の竜田揚げ
和風サラダ
ごまみそ汁

ご飯
さばのみそにんにく焼き

茎わかめソテー
根菜汁

中華丼 チョレギサラダ

主　食 主菜・副菜・汁物 果物
（ﾃﾞｻﾞｰﾄ）

食　品　の　働　き
エネルギー

たんぱく質

血や肉になる 熱や力になる 体の調子を整える 脂質

梨

黒ゴマ
ケーキ

コ
ー

ヒ
ー

オ
レ

冷凍
パイン

りんご

黒パンきな粉
トースト

ポークビーンズ
フレンチサラダ

ご飯

のりの佃煮
はたはたの唐揚げ
切干大根のごま酢和え
さつま汁

冷やし
五目うどん

野菜とツナの和え物

ミルクパン

フルーツ
ポンチ

梨

ぶどう
ゼリー

　にんじん　小松菜　ねぎ　にんにく

　玉ねぎ　たけのこ　もやし　生姜　ｺｰﾝ

　キャベツ　干し椎茸　ぶどうｼﾞｭｰｽ

柿

フルーツ
ヨーグルト

世界の料理（エジプト）・野菜の日（１７日） ※食材の入荷都合により、献立を変更することがあります。　

今月のおすすめ野菜は【モロヘイヤ】です。モロヘイヤは、６月から９月頃
までの夏場が旬の野菜です。茹でて刻むとおくらのようにぬめりがあります
が、くせがなく食べやすい野菜です。βカロテン・ビタミンC・Eやカルシ
ウムを含んでおり、とても栄養価の高い野菜です。

※牛乳は、血や肉になる食品群に含まれます。


