
エネルギー たんぱく質

赤 黄 緑

血・肉・骨・歯になる 熱や力のもとになる 体の調子をととのえる
エビカツレツ ぎゅうにゅう　エビカツレツ パン　パテチョコレート　あぶら もやし　ねぎ　ほうれんそう ― ―
ワンタンスープ とりにく　ひじき ワンタン　ごま にんじん　ごぼう　いんげん 623 22.8

パテチョコレート ごぼうサラダ ごまドレッシング 797 28.7
わかどりしょうゆかおりあげ 幼小①中② ぎゅうにゅう　ぶたにく　とうふ ごはん　あぶら　さといも ほうれんそう　もやし　にんじん 525 21.3
いそかあえ とりにく　のり　あぶらあげ ごぼう　ねぎ 654 28.6
とんじる 844 35.4
チリビーンズ ぎゅうにゅう　だいず　ぶたにく パン　あぶら　きんときまめ たまねぎ　にんじん　にんにく 513 20.2
フレンチサラダ ヨーグルト じゃがいも　フレンチドレッシング トマト　キャベツ　ほうれんそう 659 25.2
ヨーグルト とうもろこし 845 31.3
あじつきヒレカツ 幼小①中② ぎゅうにゅう　ぶたヒレカツ ごはん　あぶら　さとう こまつな　キャベツ　だいこん 542 23.1
こまつなあえ わかめ　ぶたにく かたくりこ　ごまあぶら とうもろこし　にんじん　ごぼう 640 26.1
さわにわん たけのこ　ほうれんそう　しいたけ 825 31.9
にくどんのぐ ぎゅうにゅう　ぶたにく　 ごはん　さとう　あぶら　ごま しょうが　にんにく　にんじん 458 20.5
あつやきたまご たまごやき　かまぼこ いんげん　しらたき　キャベツ 646 28.2
ごまあえ　　　　　ももゼリー ほうれんそう　たまねぎ 826 35.1
パンプキンポタージュ ぎゅうにゅう　とりにく パン　あぶら　バター　 かぼちゃ　たまねぎ　にんじん 475 18.9
チキンナゲット 幼①小中② チキンナゲット こむぎこ　イタリアンドレッシング にんにく　ブロッコリー　キャベツ 610 24.6
ブロッコリーサラダ 810 31.7
やさいのきつねに ぎゅうにゅう　あぶらあげ わかめごはん　あぶら　さとう いんげん　にんじん　こんにゃく 525 22.1
このはかまぼこのみりんやき 幼①小中② ぶたにく　かまぼこ じゃがいも　 ほうれんそう　キャベツ 695 29.4
あっさりあえ とうもろこし 893 35.7
こんさいごまうどんの汁 ぎゅうにゅう　あぶらあげ うどん　あぶら　ごま だいこん　ごぼう　にんじん 570 22.4
いかのてんぷら とりにく　いかのてんぷら じゃがいも ねぎ　しいたけ　キャベツ 676 25.8
ゆかりあえ　　れいとうみかん こまつな　もやし　ゆかりこ 834 31.0
とうふのうまに ぎゅうにゅう　とうふ　ぶたにく ごはん　あぶら　 たまねぎ　にんじん　たけのこ　きくらげ 522 20.6
あげぎょうざ　幼小②中③ ぎょうざ かたくりこ　ナムルドレッシング あかピーマン　チンゲンサイ　にんにく 648 25.1
だいずもやしのナムル しょうが　だいずもやし　こまつな ― ―
さばのみそに ぎゅうにゅう　さばのみそに ごはん　あぶら　さとう にんじん　ごぼう　こんにゃく 545 25.1
ごもくきんぴら ちくわ　とりにく　とうふ ねぎ　 638 27.9
とうふのみそしる あぶらあげ　わかめ 851 36.0
ハンバーグケチャップソース ぎゅうにゅう　ハンバーグ パン　さとう　じゃがいも ブロッコリー　ほうれんそう 500 20.8
おんやさいサラダ ベーコン イタリアンドレッシング にんじん　キャベツ　たまねぎ 650 26.3
コンソメスープ 832 33.0
チキンカレー ぎゅうにゅう　とりにく ごはん　あぶら　じゃがいも たまねぎ　にんじん　にんにく 520 18.4
コールスローサラダ コーンドレッシング グリンピース　キャベツ 666 22.9
ふくじんづけ とうもろこし　ふくじんづけ 869 28.7
アンサンブルエッグ ぎゅうにゅう　アンサンブルエッグ パン　さとう　じゃがいも にんじん　たまねぎ　キャベツ 535 20.0
ミネストローネ きなこ　ベーコン こめこマカロニ　あぶら セロリ　にんにく　こんにゃく 682 24.7
ちちぶこんにゃくサラダ わふうドレッシング こまつな　とうもろこし　トマト 885 31.2
さけフライ ぎゅうにゅう　ひじき　とりにく ごはん　あぶら　さとう ごぼう　にんじん　しいたけ 600 25.0
おつきみじる あぶらあげ　さけフライ しらたまだんご こんにゃく　グリンピース　ねぎ 689 28.9
じゅうごやデザート なると じゅうごやデザート しめじ　こまつな 840 35.2
わふうミートスパゲッティ ぎゅうにゅう　ぶたにく パン　あぶら　さとう　バター たまねぎ　にんじん　ピーマン 587 22.8
ウインナーのケチャップあえ ウインナー　 コーンドレッシング にんにく　しょうが　キャベツ 694 25.9
コーンサラダ スパゲッティ とうもろこし 903 33.1
みそラーメンのスープ ぎゅうにゅう　ぶたにく　なると ちゅうかめん　あぶら　ごま しょうが　にんにく　にんじん ― ―
ポークシュウマイ　小②中③ ポークシュウマイ　わかめ しおドレッシング もやし　ねぎ　とうもろこし 686 27.4
チョレギサラダ のり キャベツ　 857 33.8
しろみざかなのあまずあんかけ ぎゅうにゅう　のり　あぶらあげ ごはん　あぶら　さとう だいこん　ごぼう　にんじん 500 20.7
さつまいもじる しろみざかな（メルルーサ） かたくりこ　さつまいも　 ねぎ　しめじ　キャベツ 631 25.8

のりふりかけ しおこんぶあえ こんぶ ごまあぶら こまつな 818 31.3
じゃがいものそぼろに ぎゅうにゅう　ぶたにく ごはん　あぶら　さとう たまねぎ　にんじん　いんげん 517 20.9
なっとう なっとう じゃがいも　かたくりこ　ごま だいこん　ほうれんそう　もやし 638 24.6
たくあんあえ 841 31.1
ハムカツ　　　　ちゅうのうソース ぎゅうにゅう　ハムカツ パン　あぶら　 たまねぎ　にんじん　キャベツ 538 20.7
とうふとやさいのスープ とうふ　ベーコン イタリアンドレッシング こまつな　きゅうり　えだまめ 661 24.4
グリーンサラダ ブロッコリー 849 30.3
とりにくのたつたあげ ぎゅうにゅう　とりにく くりごはん　さとう　ごま しょうが　しめじ　だいこん 543 23.1
やさいのみそしる あぶらあげ かたくりこ　あぶら こまつな　にんじん　ねぎ 697 28.6

ごましお わなしゼリー わなしゼリー 895 36.3

◇材料の入荷等の都合により、献立の一部が変更になる場合もあります。ご了承下さい。
◇給食に関する行事、欠食等については各校のおたよりで確認をお願い致します。

※9/7　ももゼリー

令和3年度 9月         　　献立予定表 秩父市立荒川共同調理場
　　　　　　　　　　　　　　　　　「　はやね　・　はやおき　・　あさごはん！　」

日 曜

献　　　　　　　　立 食　　品　　の　　働　　き

主　　食 お　　か　　ず ｋcal ｇ

1 水
しょくパン

牛乳

2 木 ごはん 牛乳

3 金 バターロール 牛乳

6 月 ごはん 牛乳

7 火 ごはん 牛乳

10 金 じごなうどん 牛乳

13 月 ごはん 牛乳

8 水 フラワーロール牛乳

9 木 わかめごはん 牛乳

16 木 ごはん 牛乳

17 金
こくとうきなこ

あげパン
牛乳

14 火 ごはん 牛乳

15 水 こどもパン 牛乳

24 金 ほっとちゅうかめん牛乳

27 月 ごはん 牛乳

21 火 ひじきごはん 牛乳

22 水 ツイストパン 牛乳

28 火 ごはん 牛乳

29 水 はちみつパン 牛乳

※8月に予定されていた下記の※メニューに追加されます。よろしくお願いいたします。

※9/10　れいとうみかん

30 木 くりごはん 牛乳


