
◎これまで、詳細献立とアレルギー献立表を別々に発行していましたが、一つで兼ね備えます。

※醤油と酢には小麦成分が含まれております。

※もずく・アーサ・しらすは収穫の際　エビ　カニの混入の可能性があるためアレルギー表示をしています。

※揚げ物に使用する油は、３～４回程度同一の油を使用しています。揚げ油①～④と表示します。

※食品を生産する際、原材料として使用していないにもかかわらず、同じ製造ライン又は同じ製造工場内で生産されている別の製品の

　アレルギー物質が、 微量混入してしまうことがあります。これらについては、記載しておりません。　

※詳しい情報が必要な方、または不明な点がある場合は、給食室（☎978-5230）までお問い合わせください。

※給食を食べる前に、必ず内容を確認してください。

※材料は、天候等により献立を変更する場合があります。

令和2年 ９月学校給食だより 県立与勝緑が丘中学校

☎　978-5230
　　

◎アレルギー表示については、使用する食材とアレルギー表示義務のある７品目に★表示し、食品名の後ろ（　　　）内にアレルゲン
を記入しています。

表示義務（特定原材料）７品目

卵　　 乳　　小麦　　落花生（ピーナッツ）　　えび　　そば　　かに

2学期がはじまります。
皆様 気持ちの切り替えはできていますか？ 体調も万全ですか？

８月31日に１学期が終了したばかりなのに、9月1日からは2学期となります。新型コ

ロナウィルス感染拡大防止のためこれまでの学校生活の過ごし方大きく変わりましたね。変

則的な休校、部活動の中止、中体連の中止と昨年とは様変わりしました。家の中で過ごすこ

とが多くなり、閉塞感も生じているかと思います。早寝、早起き、運動、食事（栄養バランス・

３食）そして、体内時計を整え、２学期を乗り越えましょう！ 暑さも和らぎ、食欲の秋、読書

の秋、実りの秋と皆さんが充実した学校生活が送れるような給食を提供したいと思います。

食欲の秋 食べ過ぎ

に注意!!   コロナウィ

ルスの感染防止のた

め部活動も中止です

ね。お部屋で過ごす

ことが多くなり、運動

不足になりがちです。

体を動かしましょう！



黒糖パン

麦のポタージュ

魚の人参ソース焼き

いかとわかめのマリネ

スナックアーモンド

あわごはん

タコライス

もずくのスープ

ゴーヤーサラダ

ゆかりごはん

すまし汁

鶏肉のピリ辛焼き

ひじきのきんぴら炒め

オレンジ

あわごはん

鶏肉と冬瓜すまし汁

さばゆずみそあんかけ

ブロッコリーのごま和え

夏みかんゼリー

チーズバーガー

ABCマカロニスープ

ごぼうとナッツのサラダ

麦ごはん

大根の煮付け

栄養づけ

ミニミニ納豆

　
ごぼう　赤ピーマン　きゅう
り　レーズン

アーモンド　ノンエッグマヨ
ネーズ

旧盆（ウークイ）

調味料主に体をつくる 主にエネルギーの 主に体の調子を
もとになる食品 もとになる食品 整えるもとになる食品

９月詳細献立表（アレルギー）

日 曜日 献立
（赤） （黄色） （緑）

ホキ ノンエッグマヨネーズ にんじん  パセリ火

かんきつドレッシング

★黒糖パン（小麦,乳）

鶏肉  ベーコン  白花豆
白いんげん豆

おし麦  じゃがいも
にんじん  たまねぎ  セロ
リー  しめじ  パセリ

★ホワイトルウ（小麦,乳）  塩  こしょ
う  ★鶏骨

3

4

スナックアーモンド

米  もちきび

牛肉  豚肉  大豆タンパク
豚レバー 　★チーズ（乳）

こめサラダ油
たまねぎ  にんじん  トマト
キャベツ  ミニトマト

おろしにんにく  ★チリミックス（小麦）
チリソース  チリパウダー  トマトケ
チャップ  トマトピューレー  ★ウス
ターソース（小麦） 　塩  こしょう

1

2

米  麦 ゆかり

わかめ  イカ
キャベツ  にんじん  きゅう
り  セロリー

★もずく（エビ,カニ）
絹ごし豆腐　昆布

ねぎ  しょうが ★しょうゆ（小麦）　 塩 　花かつお

ツナ ゴーヤー  にんじん  もやし 塩ドレッシング

ひじき  鶏肉  ちきあぎ さとう  こめサラダ油 ごぼう  にんじん  にら
★しょうゆ（小麦）　 本みりん  ★料理
酒（小麦）

ささみ
にんじん  大根  椎茸  こま
つな  しょうが

塩  　★しょうゆ（小麦）  花かつお

オレンジ

鶏肉 こめサラダ油
オイスターソース（かきエキス）  ★料
理酒（小麦）  ★トウバンジャン（小
麦）     おろしにんにく

さば  白みそ さとう ゆず 本みりん

紅麹ハム スイートコーン  ごま
ブロッコリー カリフラワー
にんじん

★ごまドレッシング（小麦）

7

米  もちきび

鶏肉
とうがん  にんじん  椎茸
ほうれん草

塩 　 ★しょうゆ（小麦）　  花かつお

とりささみ
じゃがいも　さとう　★マカ
ロニ（小麦）　かたくり粉

たまねぎ　にんじん　セロ
リー　トマト　パセリ

おろしにんにく　★しょうゆ（小麦）　ト
マトケチャップ　　塩　こしょう　★鶏骨

国産夏みかんゼリー

バーガーパティ
★チーズ（乳）

★バーガーパン（小麦,乳）

鶏肉  昆布  ちきあぎ さとう  こめサラダ油
大根  にんじん  こんにゃく
椎茸  いんげん

★しょうゆ（小麦）　  本みりん
★料理酒（小麦）　 塩  　花かつお

カエリ  昆布 さとう
大根  しょうが  キャベツ
にんじん  椎茸

★酢（小麦）  　★しょうゆ（小麦）

米  麦

★ミニミニ納豆（小麦）

水

木

金

月

火8

水9

★

★

★

★

★

★



しょうゆラーメン

肉まん

回鍋肉

豆乳プリンタルト

あわごはん

ハヤシライス

ブロッコリーと豆のサラダ

型抜きチーズ

カレーピラフ

グリーンスープ

カリフラワーソテー

二色揚げパン

ミネストローネスープ

ベジタブルソテー

グレープフルーツ

麦ごはん

豚キムチ炒め

トマトと卵のスープ

五目パオズ

プルーン

チャンポンメン

レバニラ炒め

ショーロンポー

11 金

16

17

豚肉もも  なると  わかめ
★中華めん（小麦）  ス
イートコーン  ラー油  ごま
油

にんじん  もやし  にら  長
ねぎ

塩  ★しょうゆ（小麦）  ★木戸中華料
理の素(乳,小麦）  オイスターソース
（かきエキス）  　★鶏骨

★肉まん（小麦）

米  もちきび

豚肉もも ごま油
たまねぎ  にんじん  キャベ
ツ  椎茸  たけのこ  きくら
げ

塩  おろししょうが  おろしにんにく
★料理酒（小麦）  こしょう  ★しょうゆ
（小麦） オイスターソース（かきエキ
ス）  ★トウバンジャン（小麦）　★テン
メンジャン（小麦）

お米ｄｅ国産豆乳プリンタ
ルト

★チーズ（乳）

牛肉 こめサラダ油
たまねぎ  にんじん  セロ
リー  マッシュルーム  トマト
ピーマン

おろしにんにく  トマトケチャップ  ★
ウスターソース（小麦）★ハヤシルウ
（小麦）  ポークブイヨン  塩  こしょう

ひよこ豆  白いんげん豆
赤いんげん豆  紅麹ハム

スイートコーン ブロッコリー  にんじん
★コールスロードレッシング（卵）
こしょう

ベーコン
スイートコーン  こめサラダ
油  ★マーガリ（乳）

カリフラワー  いんげん  に
んじん

★しょうゆ（小麦）  塩  こしょう　  おろ
しにんにく

鶏肉
米  スイートコーン  ★マー
ガリ（乳）

にんじん  たまねぎ  ピーマ
ン  赤ピーマン  マッシュ
ルーム  きくらげ  グリン
ピース

ポークブイヨン  おろしにんにく  塩
こしょう　 カレー粉  ★ドライカレー
（乳）

鶏肉  白花豆　白いんげ
ん豆  ★生クリーム（乳）
★スキムミルク（乳）

グリンピース  たまねぎ  パ
セリ

おろしにんにく  ★ホワイトルウ（乳、
小麦）  白ワイン  塩  こしょう　　  ★
鶏骨

きな粉　★スキムミルク
（乳）

★パン（小麦,乳）  サラダ
油  アーモンド  黒糖  さと
う  　　　ココア

揚げ油①

ベーコン　赤いんげん豆
白いんげん豆

スイートコーン  じゃがいも
さとう  こめサラダ油

にんじん  セロリー  マッ
シュルーム  たまねぎ  いん
げん  トマト

おろしにんにく  トマトケチャップ
★しょうゆ（小麦）  塩  こしょう　  ★
鶏骨

豚肉 こめサラダ油
もやし  にんじん  たまねぎ
キャベツ  赤ピーマン  にら
たけのこ  きくらげ

★しょうゆ（小麦） 　 ★料理酒（小麦）
おろしにんにく  　おろししょうが　塩
★キムチの素（イカ）

米  麦

ベーコン こめサラダ油
グリーンアスパラ  にんじん
ヤングコーン

おろしにんにく  塩  こしょう

グレープフルーツ

★鶏卵（卵）
スイートコーン  ごま油  か
たくり粉

トマト  たまねぎ
★しょうゆ（小麦）  塩  こしょう　 ★鶏
骨

★うずらの卵 （卵）
なると 　 豚肉

★中華めん（小麦）  ス
イートコーン  かたくり粉
ごま油  こめサラダ油

にんじん  たまねぎ  たけの
こ  椎茸  きくらげ  はくさい
しょうが

　

豚レバー
さとう  こめサラダ油  かた
くり粉

もやし  たまねぎ  にんじん
にら

おろしにんにく  　おろししょうが　　オ
イスターソース（かきエキス）  ★しょ
うゆ（小麦） 塩  こしょう

★五目パオズ（小麦）

プルーン

★ショーロンポー（小麦）

水

木

木10

月14

火15

★

★

★

★

★

★



あわごはん

鶏肉と冬瓜の煮付け

焼きししゃも

手作りふりかけ

バナナ

麦ごはん

さつま汁

サンマの塩焼き

小松菜のくるみ和え

黒米ごはん

イナムドゥチ

クーブイリチー

酢みそ和え

中華おこわ

中華五目スープ

チンジャオロース

果物（ブドウ）

野菜そば

芋と小魚のアーモンドからめ

セーイカともずくの酢の物

手巻きずし

豚汁

いんげんのゴマ和え

コッペパン

チリコンカン

マッシュルームスープ

温野菜サラダ

18 金

★コッペパン（小麦,乳）

手巻きのり  ★卵やき（卵,
小麦）  ★ミニミニ納豆（小
麦）

米  さとう ★酢（小麦） 　 ★特濃酢（小麦）  塩

豚肉　油揚げ  麦みそ
大根  にんじん  ごぼう
しょうが  こんにゃく  こまつ
な

花かつお29 火

ごま

合い挽き肉  大豆タンパク
赤いんげん

 さとう  こめサラダ油 たまねぎ  にんじん
チリソース  トマトケチャップ  チリパ
ウダー  おろしにんにく  ★ウスター
ソース（小麦）  塩30 水

鶏肉  白花豆　白いんげ
ん豆　★生クリーム（乳）

マッシュルーム  にんじん
たまねぎ  パセリ

おろしにんにく  塩  こしょう　★ホワ
イトルウ（小麦,乳）  ★鶏骨

紅麹ハム スイートコーン ブロッコリー  にんじん かんきつドレッシング

いんげん  にんじん ★ごまドレッシング（小麦）

豚肉  ちきあぎ
★沖縄そば（小麦）  こめ
サラダ油

にんじん  もやし  たまねぎ
キャベツ  きくらげ

★鶏骨  豚骨  花かつお  塩  ★しょ
うゆ（小麦）  七味唐辛子  おろしにん
にく

カエリ
さつまいも  サラダ油
アーモンド  さとう  水あめ
ごま

★しょうゆ（小麦
揚げ油②

28 月

イカ  ★もずく（エビ,カニ） さとう きゅうり  シークァーサー
塩  ★特濃酢（小麦）  ★しょうゆ（小
麦）

豚肉 油揚げ 米  もち米　  ごま  ごま油
にんじん  椎茸  たけのこ
ねぎ

おろしにんにく  おろししょうが★料理
酒（小麦）  ★しょうゆ（小麦）  オイス
ターソース（かきエキス）  塩  こしょう
ポークブイヨン  花かつお

紅麹ハム
縁豆はるさめ  スイート
コーン  ごま油  かたくり粉

にんじん  はくさい  きくらげ
しめじ  長ねぎ

★しょうゆ（小麦）  塩  こしょう　★鶏
骨  花かつお25 金

牛肉
ごま油  かたくり粉  こめサ
ラダ油

たけのこ  ピーマン  赤ピー
マン  にんじん    きくらげ

おろしにんにく  おろししょうが　オイ
スターソース（かきエキス）  塩  こしょ
う  ★しょうゆ（小麦）  本みりん  ★料
理酒（小麦）

ぶどう

米  黒米

豚肉  カステラかまぼこ
（卵抜き）  甘口白みそ

こんにゃく  椎茸  ねぎ 塩  ★鶏骨  花かつお

24 木 豚肉  昆布  白かまぼこ こめサラダ油  さとう
にんじん  切干大根  こん
にゃく いんげん

ポークブイヨン ★ 料理酒（小麦）  本
みりん  ★しょうゆ（小麦）  塩

イカ  甘口白みそ さとう
大根  にんじん  きゅうり
もやし

本みりん  塩  　★酢（小麦）

くるみ  さとう
こまつな  キャベツ  もやし
にんじん

★特濃酢（小麦）  ★しょうゆ（小麦）
塩

米  もちきび

鶏肉  厚揚げ　昆布 さとう
とうがん こんにゃく  にんじ
ん  椎茸  いんげん  しょう
が

塩  ★しょうゆ（小麦）  本みりん  ★
料理酒（小麦）  花かつお

塩

★チリメン（エビ,カニ）
青のり  　糸けずり

ごま  さとう ★しょうゆ（小麦）

さんま 塩

米  麦

月

火

水

バナナ

敬老の日

秋分の日

鶏肉  赤みそ  白みそ さつまいも
大根  にんじん  ごぼう  ね
ぎ

花かつお

21

22

23

ししゃも

★

★

★

★

★

★

★


