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〇 〇

〇 〇

☆・・・☆・・☆・・・☆・・・☆

〇 〇

あさごはんをきまった時間にたべる

〇 〇 ことは、生活のリズムをととのえる

うえで、とても大切です。

ごはん（またはパン）と、おかずを

たべて登校しましょう。

〇 〇

〇 〇

〇 〇

☆・・・☆・・☆・・・☆・・・☆

〇 〇

〇 〇

〇 〇

６年

なし

〇 〇

６年

なし ☆・・・☆・・☆・・・☆・・・☆

〇 〇

〇 〇

「だいずといりこのかおりあえ」

〇 〇 くまもとしでとれただいずをつかった

りょうりです。

〇 〇 ☆・・・☆・・☆・・・☆・・・☆

〇 〇

秋は、いわしやさんま、さばなどが、

あぶらがのっておいしくなります。

〇 〇

〇 〇 ☆・・・☆・・☆・・・☆・・・☆

〇 〇

秋は空がすみわたり、月がうつくしく

〇 〇 見えます。今年の十五夜は９月10日

です。まんまるのまんげつです。

日本では、むかしから十五夜には

すすきのほをかざり、だんご

〇 〇 をおそなえして、きれいな月を

６年 めでるならわしがあります。

なし きれいな月が見られ

ますように・・

〇 〇

６年

なし

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

さとう あぶら・ごまあぶら

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

たまごとわかめのスープ たまご・とうふ・かまぼこ・かつお（だし） わかめ にんじん・ねぎ

29 木

こうやカレーライス ぶたにく・こうやどうふ チーズ にんじん たまねぎ・にんにく・しょうが

じゃこまめサラダ だいず しらすぼし にんじん キャベツ・きゅうり

◎都合により献立を変更することがあるかもしれません。ご了承下さい。裏面もお読みください。



たまねぎ

こめ・じゃがいも あぶら

30 金

ビビンバ（にく・ナムル） ぶたにく・ぎゅうにく ねぎ・にんじん しいたけ・にんにく・しょうが・もやし・きゅうり こめ・むぎ・さとう ごま・あぶら・ごまあぶら

こむぎこ あぶら

ひじきあえ ひじき こまつな・にんじん もやし さとう

きりぼしだいこんのみそしる とうふ・みそ いりこ（だし） にんじん・ねぎ たまねぎ・きりぼしだいこん

27 火

むぎごはん　　ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

26 月

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

こめ・むぎ

さかなのてんぷら ホキ あおのり

やさいスープ ベーコン チンゲンサイ・にんじん キャベツ・たまねぎ・しめじ じゃがいも あぶら

フルーツしらたま パイン・おうとう しらたまもち・カクテルゼリー

かきたまじる たまご・かつお（だし） こんぶ（だし） にんじん・ねぎ たまねぎ・えのきたけ じゃがいも・でんぷん

たまねぎ・にんにく パン・さとう・こむぎこ あぶらコッペパン　チリコンカン ぶたにく・だいず にんじん

いわしのかんろに いわし さとう

はるさめのすのもの にんじん キャベツ・コーン はるさめ・さとう ごま

あぶら

ししゃもフライ ししゃも パンこ あぶら

22 木

ごはん　　ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

パイン パイン

21 水

こめ

じゃがいものみそしる あげ・みそ いりこ（だし） にんじん・ねぎ たまねぎ・えのきたけ じゃがいも

パンミルクパン　ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

スパイシーやきそば ぶたにく・いか・かまぼこ にんじん・ねぎ もやし・キャベツ・たまねぎ・にんにく めん

てづくりふりかけ かつおぶし しらすぼし・ひじき さとう ごま・ごまあぶら・あぶら

16 金

こめ・むぎ

ピーマンとぶたにくのピリからいため ぶたにく ピーマン もやし・たまねぎ・にんにく さとう あぶら

にんじん たまねぎ・だいこん・いんげん じゃがいも・こんにゃく・さとう あぶら

ゆかりあえ ゆかり もやし・キャベツ・しいたけ

20 火

むぎごはん　ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

だいずといりこのかおりあえ だいず いりこ・あおのり さとう

あぶら

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

こめ・むぎぷちまるむぎごはん　ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

じゃがいものそぼろに ぶたにく・だいず・てんぷら

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

さとう

なしいりサラダ キャベツ・なし・きゅうり あぶら
15 木

なんかんあげどん とりにく・たまご・あげ にんじん・ねぎ たまねぎ こめ・さとう・でんぷん

ふしそうめんじる かまぼこ・かつお（だし） こんぶ（だし） にんじん・チンゲンサイ たまねぎ・しいたけ そうめん

14 水
きなこビーンズ だいず・きなこ

バター・あぶら

セルフツナサンド ツナ にんじん キャベツ・きゅうり・たまねぎ パン・さとう ノンエッグマヨネーズ

こめこのクリームスープ とりにく・いんげんまめ・ベーコン チーズ・ぎゅうにゅう にんじん たまねぎ じゃがいも・こめこ

ごまあぶら

あつあげのみそしる あつあげ・みそ いりこ（だし） にんじん・ねぎ もやし・えのきたけ

せんぎりじゃがいものサラダ ハム にんじん きゅうり じゃがいも・さとう
13 火

むぎごはん　ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう こめ・むぎ

12 月

パン

さかなのこうみソース ホキ ねぎ たまねぎ・しょうが・にんにく こむぎこ・でんぷん・さとう あぶら

ウインナーとしろいんげんまめのパスタ ウインナー・いんげんまめ チーズ にんじん・トマト たまねぎ・しめじ・にんにく マカロニ・さとう あぶら

いちごジャム いちごジャム

ナッツサラダ にんじん キャベツ・きゅうり さとう アーモンド・あぶら

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

まるパン　ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

カレーマーボーどうふ とうふ・ぶたにく・みそ にんじん・ねぎ たまねぎ・たけのこ・しょうが・にんにく さとう・でんぷん ごまあぶら・あぶら

ちゅうかあえ しらすぼし こまつな もやし さとう ごま・ごまあぶら

ミニピーチゼリー ピーチゼリー

9 金

ぷちまるむぎごはん

8 木

こめ・むぎ

たまねぎ・しめじ・しょうが・にんにく こめ・じゃがいも あぶら

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

ハヤシライス ぎゅうにく チーズ トマト・にんじん

コールスロー にんじん キャベツ・コーン あぶら

さかなのケチャップソースあえ ホキ・みそ たまねぎ・しめじ じゃがいも・こむぎこ・さとう あぶら

ラビオリスープ ベーコン にんじん・チンゲンサイ たまねぎ・キャベツ ラビオリ あぶら

ミックスナッツのりんかけ さとう アーモンド・カシューナッツ

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

6 火

パン

もやし・キャベツ・きゅうり さとう ごま

ミルクムース ムース

7 水

コッペパン　ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

さとう あぶら

タイピーエン うずらたまご・ぶたにく・かまぼこ にんじん・ねぎ キャベツ・たまねぎ・しょうが・しいたけ はるさめ あぶら・ごまあぶら

たくあんづけ・しいたけ こめ・むぎ・さとう あぶらけいはん（むぎごはん・ぐ・スープ） とりにく・たまご にんじん・ねぎ

くきわかめのごまずあえ くきわかめ

きびなごフライ きびなご パンこ あぶら

パン

5 月

ミルクパン　ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

2 金

にんじんサラダ チキンフレーク にんじん きゅうり

のりごまふりかけ

れんこんサラダ ツナ にんじん れんこん・きゅうり さとう あぶら

こめ・むぎぷちまるむぎごはん　ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

にくだんごじる ミートボール にんじん・ねぎ キャベツ・たまねぎ・もやし・しょうが・しいたけ あぶら・ごまあぶら

あじつけのり あじつけのり

すみそあえ みそ わかめ にんじん キャベツ・きゅうり さとう ごま

しおにくじゃが ぶたにく・こうやどうふ にんじん たまねぎ・いんげん・にんにく じゃがいも・こんにゃく・さとう あぶら

やさいのスープに ベーコン にんじん・こまつな たまねぎ・だいこん・しめじ じゃがいも あぶら

9月
1

木

ごはん　　ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう こめ

８月
31

水

パンパインパン　ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

てりやきハンバーグ ハンバーグ さとう・でんぷん

おもにビタミンC おもに炭水化物

フルーツミックス パイン・おうとう カクテルゼリー

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

おもに脂質

とみあいきょうどうちょうりじょう　　　　

（赤）おもに体をつくるもの （緑）おもに体の調子を整えるもの （黄）おもにエネルギーのもとになるもの
飽
田
東

富
合

魚・肉・卵・豆・豆製品

８月
30

火

ポークカレーライス ぶたにく チーズ・ぎゅうにゅう にんじん たまねぎ・りんごピューレ・にんにく・しょうが こめ・むぎ・じゃがいも あぶら

牛乳・小魚・海そう 緑黄色野菜 その他の野菜・きのこ・果物 穀類・いも類・さとう 油脂

こんだてめい おもにたんぱく質

８月＆９月　こんだてひょう

おもに無機質 おもにカロテン

28 水

しょくパン　　ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう パン

ごもくうどん とりにく・あげ・かまぼこ・かつお（だし） わかめ・こんぶ（だし） にんじん・ねぎ たまねぎ・しいたけ うどん

マーシャルビンズ マーシャルビンズ

ごまネーズあえ ツナ にんじん キャベツ・きゅうり・たまねぎ さとう ごま・ノンエッグマヨネーズ

きゅうしょくメモ

【だいず】

ちいきのさんぶつをつかいます。
「なんかんあげ」「なし」
「ふしそうめん」


