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９月に入りました。朝晩はずいぶん涼しくなりましたが昼間はまだ暑い日もあるので、寒暖の差で体

調をくずしがちになります。天気予報等を見て、着るものを考えて、体調を自己管理しましょう。 

 

  

 

彩り豊かな食べ物が出そろう実りの秋を迎えます。昨年の１２月にユネスコ無形文化遺産に「和食」

が登録されました。日本伝統の「和食」には、季節の移り変わりを楽しみ、健康に過ごすための知恵が

たくさんあります。その1つが「五色・五味・五法・五敵」という「五」にちなんだ献立の考え方です。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

月 火 水 木 金 

1    794Kcal 

・ごはん 

・チンゲン菜スープ 

・すけそう鱈バーグ 

（バーベキューソース） 

・マーボーなす 

2     782Kcal 

・冷麦 

・厚揚と野菜の甘辛煮 

・冷凍みかん 

3      871Kcal 

・ビビンバ 

・鮭フライ（ソース）

・フルーツミックス 

 

4     866Kcal 

・試行野菜カレー 

・あさりのサラダ 

・冷凍パイン 

 

5     883Kcal 

・ツイストパン 

・チキンクリームシチュー

・ほっけオートミールフライ

・小松菜とコーンサラダ

ベーコン・青梗菜・春雨・コ

ーン・醤油／（玉葱・生姜・

にんにく・でんぷん）／なす・

豚ひき肉・人参・長ネギ・干

椎茸・味噌・豆板醤 

油揚・干椎茸・ほうれん草・長

ネギ・醤油・きび砂糖・みりん

／厚揚・醤油・小麦粉・じゃが

芋・豚肉・生姜・でんぷん・人

参 

胚芽米・麦・豚ひき肉・焼豆腐・

メンマ・長葱・生姜・にんにく・

豆板醤・人参・ほうれん草・も

やし・ごま・醤油・ごま油／果

物缶詰・上白糖 

豚肉・玉葱・南瓜・人参・なす・

いんげん・しめじ・セロリ・生

姜・にんにく・小麦粉・カレー

ルウ／あさり・生姜・きゅうり・キ

ャベツ・人参・ごま 

鶏肉・人参・玉葱・じゃが芋・

牛乳・豆乳・チーズ・スキムミ

ルク・小麦粉・バター／ほっけ

小麦粉・卵・オートミール／小

松菜・ハム・コーン・ごま 
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「五色」 

白、黒（濃い色）、黄、

赤、青（緑）の５色。器

も含めた全体の色のコー

ディネートや、白…ご飯、

いも 黒…なす、ごぼう、

昆布などと当てはめて、

食べ物の色をそろえてい

くと栄養のバランスも自

然に整ってきます。 

 

「五法」 

生（切る）、煮る、焼

く、蒸す、揚げるとい

う５つの調理法です。

生は刺身、煮るは煮物、

焼くは焼き物、蒸すは、

蒸物、揚げるは揚げ物

の料理となります。 

 

 

 

「五適」 

「適温（温かいものは

温かく、冷たいものは冷

たく）」「適材（食べる人

の年令に合わせて）」「適

量」「適技（技巧に凝り

すぎない）」「適心（場の

雰囲気やもてなしの

心）」など味だけに限ら

ないトータルの心遣い

です。 

「五味」 

甘い、塩辛い、酸っ

ぱい、苦い、辛いの５

つの味で、そろえると

最後まで飽きずに食

事を楽しめます。ま

た、和食の基本の調味

料も「砂糖」「塩」「酢」

「しょうゆ」「味噌」

のさしすせその５つ

です。 

★給食の献立について 

※予定献立に記載している食材は少量で表示しない物や、果物など変更の場合もありますのでご了承ください。 

※あさり・しらす干し・わかめ・昆布等 海産物全般について、小さなえび、かにが混入している場合があります。



月 火 水 木 金 

8      845Kcal 

・ごはん 

・豆腐のオイスター 

ソース煮 

・ししゃもピリ辛揚 

（子持ちししゃも） 

・切干大根のナムル 

9     748Kcal 

・冷やしラーメン 

・鶏肉とナッツのソテー 

・冷凍みかん 

10    792Kcal

・チキンライス 

・ちくわチーズつめ 

フライ 

・オニオンチップサラダ

 

11     860Kcal 

・ごはん 

・試行厚揚のカレー 

ソース 

・イカフライ 

・磯和え 

12    849Kcal

・背割りコッペ 

・あさりのチャウダー

・焼きフランク 

（ケチャップソース） 

・ステックチーズ 

・南瓜サラダ 

豆腐・豚肉・ピーマン・長ネ

ギ・人参・筍・生姜／子持ち

ししゃも・小麦粉・豆板醤／

切干大根・ほうれん草・人参

ハム・ごま・ごま油 

ハム・もやし・きゅうり・人参・

醤油・ごま油・酢・からし・ご

ま／鶏肉・生姜・でんぷん・じ

ゃが芋・カシューナッツ・ピー

マン・醤油 

胚芽米・麦・バター・鶏肉・玉

葱・人参・マッシュルーム／ち

くわ・チーズ・小麦粉・卵・パ

ン粉／ハム・キャベツ・きゅう

り・コーン・玉葱・ごま 

豚肉・厚揚・人参・玉葱・いん

げん・生姜・にんにく・カレー

ルウ・ケチャップ・小麦粉・ソ

ース／小松菜・もやし・のり・

醤油 

あさり・ベーコン・じゃが芋・

玉葱・人参・パセリ・小麦粉・

バター・牛乳・豆乳・チーズ／

ハム・南瓜・人参・キャベツ・

きゅうり・ごま 

15 

 

敬老の日 

16      778Kcal 

・醤油ラーメン 

・大学芋 

・冷凍みかん 

17       764Kcal

・とりめし 

・鮭の南部揚げ 

・辛子あえ 

18    822Kcal 

・ごはん 

・すき焼き 

・ひじき餃子 

・のりの佃煮 

19    820Kcal

・ツイストパン 

・ポテトグラタン 

・厚揚サラダ 

・梨 

 豚肉・メンマ・生姜・にんにく・

醤油・酒・もやし・玉葱・長ネ

ギ・ほうれん草・茎わかめ・酒・

みりん／さつま芋・水あめ・黒

砂糖・ごま 

胚芽米・麦・鶏肉・生姜・玉葱

醤油・酒・みりん／鮭・酒・小

麦粉・卵・ごま／ハム・ほうれ

ん草・もやし・醤油・きび砂糖・

からし 

豚肉・焼豆腐・白滝・玉葱・白

菜・長葱・たもぎ茸・焼きふ・

春菊・干椎茸／のり・ひじき・

醤油・みりん・水あめ・きび砂

糖 

ベーコン・玉葱・人参・小麦粉・

バター・牛乳・豆乳・スキムミ

ルク・チーズ・パン粉・粉チー

ズ／厚揚・生姜・小麦粉・キャ

ベツ・きゅうり・人参・ごま 

22   838Kcal 

・試行ハヤシライス 

・コールスローサラダ 

・巨峰 

 

23 

 

秋分の日 

 

 

 

24     778Kcal

・五目うどん 

・鶏肉と大豆の味噌炒め

・黄桃缶 

 

25      

 

羊丘中学校 

学校祭 

26    881Kcal

・横割りバンズ 

・コーンシチュー 

・レバー入りメンチカツ

（ソース） 

・いちごゼリー 
豚肉・玉葱・人参・生姜・に

んにく・筍・マッシュルーム・

小麦粉・ピューレ・チャップ・

ソース・ハヤシルウ／キャベ

ツ・コーン・酢・上白糖 

 鶏肉・油揚・人参・ほうれん草・

ごぼう・長ネギ・干椎茸・たも

ぎ茸・醤油／鶏肉・生姜・でん

ぷん・大豆・干椎茸・人参・筍・

いんげん・味噌・きび砂糖 

 コーン・ベーコン・玉葱・人参・

じゃが芋・パセリ・小麦粉・バ

ター・スキムミルク・チーズ・

牛乳・豆乳 

29    796Kcal 

・ごはん 

・けんちん汁 

・さんまスパイス揚 

・ひじきの煮物 

 

30       843Kcal 

・試行パスタミート 

ソース 

・あさりのカリッと 

サラダ 

・温州みかんゼリー 

10/1   811Kcal

・コーンピラフ 

・チキンクラッカー揚

・ほうれん草と 

ベーコンのサラダ 

2      753Kcal 

・ごはん 

・味噌おでん 

・揚げポークシュウマイ 

・きゅうりの辛子漬 

 

3      816Kcal

・バターロール 

・パンプキンシチュー

・コロコロサラダ 

・パイン缶 

 

鶏肉・豆腐・つきこんにゃく

人参・大根・ごぼう・長ねぎ・

味噌／さんま・生姜・にんに

く・小麦粉・カレー粉／ひじ

き・人参・さつま揚げ 

豚肉・大豆・玉葱・人参・マッ

シュルーム・生姜・にんにく・

パセリ・小麦粉・ケチャップ／

あさり・生姜・小麦粉・きゅう

り・キャベツ・人参・ごま 

胚芽米・麦・バター・ベーコン

玉葱・人参・コーン・パセリ／

鶏肉・小麦粉・卵・クラッカー

／ベーコン・ほうれん草・もや

し・ごま 

焼きちくわ・がんも・厚揚・う

ずら卵・蒟蒻・人参・大根・ふ

き・昆布・味噌・生姜・黒砂糖

／きゅうり・きび砂糖・からし・

ごま 

ベーコン・南瓜・玉葱・人参・

パセリ・小麦粉・バター・牛乳・

豆乳・スキムミルク・チーズ／

ハム・高野豆腐・人参・きゅう

り・コーン・ごま 

 

 

 

今月の加工品 

・すけそう鱈バーグ…すけそう鱈・おから・でんぷん     

・鮭フライ…鮭・パン粉・小麦粉         

・いかフライ…いか・パン校・小麦粉 

・フランク…豚肉・卵タンパク 

・ひじき餃子…豚肉・キャベツ・ひじき・小麦粉 

・レバー入りメンチカツ…牛肉・豚肉・玉葱・豚レバー・パン粉 

・いちごゼリー…いちご果汁・砂糖 

・温州みかんゼリー…みかん果汁・砂糖・水あめ 

・ポークシュウマイ…豚肉・牛肉・鶏肉・玉葱・でんぷん・小麦粉 


