
西東京市立保谷中学校
第５・６群 第３・４群

炭水化物・脂質 ビタミン・ミネラル
主にエネルギーになる 主に体の調子を整える

主食 ポーローパオ パン・小麦粉・マーガリン・砂糖

主菜 バンバンジーサラダ 鶏肉・みそ 油・砂糖・ごま 人参・きゅうり・もやし・キャベツ 702 kcal

副菜 春雨スープ 鶏肉 春雨・油 人参・チンゲンツァイ・長ねぎ 26.1 ｇ

その他 冷凍みかん みかん

主食 中華おこわ 鶏肉 米・もち米 人参・筍・椎茸・長ねぎ

主菜 ジャンボ餃子 豚肉 ぎょうざの皮・油・でんぷん・油 しょうが・にんにく・キャベツ・にら 778 kcal

副菜 中華コーンスープ なると・たまご でんぷん
とうもろこし・チンゲンツァイ・
長ねぎ

27.3 ｇ

9/1 水

主食・菜 タコライス 豚肉・ひよこ豆・金時豆 米・油・小麦粉・マーガリン・砂糖
にんにく・しょうが・人参・玉ねぎ・ピーマ
ン・赤パプリカ・マッシュルーム

副菜 もずく汁 もずく・豆腐 大根・えのきたけ・長ねぎ 899 kcal

その他 サーターアンダギー 小麦粉・砂糖・ごま・油 30.7 ｇ

主食・菜 パンプキンカレー 豚肉 米・麦・油・じゃがいも・油・小麦粉・マーガリン
しょうが・にんにく・かぼちゃ・人参・
玉ねぎ

主菜 糸寒天のサラダ ちりめんじゃこ・わかめ・寒天 油・砂糖 キャベツ・大根・きゅうり 865 kcal

その他 梨 梨 25.8 ｇ

主食 大豆とひじきのごはん 大豆・豚肉・ひじき 米・油 人参

主菜 いわしの竜田揚げ いわし でん粉・油 にんにく・しょうが 817 kcal

副菜 キャベツのおろし和え 砂糖 キャベツ・きゅうり・人参・大根 34.7 ｇ

副菜 じゃがいものみそ汁 油揚げ・みそ じゃがいも 玉ねぎ・しめじ・長ねぎ

主食 オレンジフレンチトースト たまご パン・マーガリン・砂糖 オレンジ

副菜 カリカリ大豆のサラダ 大豆 でん粉・油・砂糖 キャベツ・人参・きゅうり 712
kcal

主菜 ブイヤベース メルルーサ・いか・えび じゃがいも・油・砂糖 にんにく・しょうが・玉ねぎ・人参・セロリー 33.9 ｇ

主食 麦ごはん 米・麦

副菜 ごずこん(胡豆昆)ふりかけ きな粉・昆布・かつお ごま・砂糖 876 kcal

主菜 ピり辛肉じゃが 豚肉 油・じゃがいも・しらたき・砂糖 人参・玉ねぎ 32.4 ｇ

副菜 とりごぼう汁 鶏肉・油揚げ・豆腐 油 ごぼう・大豆・長ねぎ

主食 菊入りさつまいもごはん 米・さつまいも・ごま 菊の花

主菜 さわらのねぎみそ焼き さわら・みそ 砂糖 長ねぎ 718 kcal

副菜 浅漬け 白菜・大根・きゅうり・しょうが 34.5 ｇ

副菜 なすとたまごのすまし汁 かまぼこ・豆腐・たまご 人参・なす・しょうが・長ねぎ

主食・菜 ミーゴレン 豚肉 中華めん・油・砂糖
にんにく・玉ねぎ・もやし・ピーマ
ン・赤パプリカ・きくらげ

副菜 青菜のスープ 豚肉 油 人参・大根・小松菜・長ねぎ 792 kcal

その他 りんごの揚げ春巻き 砂糖・春巻きの皮・油 りんご 27.3 ｇ

主食 豚肉とごぼうのごはん 豚肉 米・油・砂糖 ごぼう・人参

主菜 ゼリーフライ おから じゃがいも・小麦粉・油 人参・玉ねぎ 838 kcal

副菜 大豆の磯煮 大豆・ひじき・油揚げ こんにゃく・砂糖 人参・さやいんげん
30.5 ｇ

副菜 みそけんちん 油揚げ・豆腐・みそ こんにゃく・油 人参・大根・長ねぎ

主食 ガーリックライス 米・油 にんにく・レモン

14 火 主菜 グリルチキン 鶏肉
にんにく・玉ねぎ・人参・赤パプリ
カ・黄パプリカ・セロリー・トマト 824 kcal

副菜 マカロニサラダ ツナ マカロニ・マヨネーズ
りんご・きゅうり・人参・
赤たまねぎ・セロリー

30.5 ｇ

副菜 レンズ豆の煮込み レンズ豆 油
にんにく・玉ねぎ・ピーマン・
赤パプリカ・黄パプリカ・トマト

主菜 きなこ揚げパン きな粉 パン・油・砂糖 720 kcal

15 水 副菜 とり団子スープ 豚肉 でん粉・春雨・油
しょうが・人参・小松菜・白菜・
椎茸・長ねぎ

27.5 ｇ

その他 ぶどう ぶどう

主食・菜 ふんわり親子丼 鶏肉・かまぼこ・たまご 米・砂糖・でん粉 玉ねぎ・椎茸・三つ葉 759 kcal

副菜 からし和え 砂糖・油 人参・小松菜・白菜 30.7 ｇ

その他 アロエヨーグルト ヨーグルト 砂糖 アロエ・ナタデココ・みかん

主菜 スパゲッティボンゴレ ベーコン・えび・いか・あさり スパゲティ・油・バター・砂糖 人参・玉ねぎ・えのきたけ 752 kcal

副菜 キャベツとコーンのサラダ 油・砂糖 キャベツ・人参・とうもろこし 30.0 ｇ

その他 アップルクーヘン 牛乳 バター・砂糖・小麦粉 りんご

20 月

主食・菜 さんまのかば焼き丼 さんま 米・でん粉・油・砂糖 955
kcal

副菜 ごま和え ごま・砂糖 小松菜・キャベツ・人参 32.5 ｇ

副菜 お月見白玉汁 鶏肉 白玉粉 かぼちゃ・人参・大根・しめじ

22 水

23 木

24 金
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金

木

敬老の日

中間考査のため、給食はありません

中間考査のため、給食はありません

献立表は裏面に続きます。

秋分の日
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10 金

  ８・９月の献立表
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令和３年度

献立名日 曜
第１・２群

たんぱく質・無機質
主に体の組織を作る

防災引き取り訓練予定だったため、給食はありません
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主食 ガーリックフランス パン・マーガリン にんにく

主菜 秋野菜のクリーム煮 鶏肉・牛乳・生クリーム さつまいも・小麦粉・バター・油
しょうが・人参・玉ねぎ・かぶ・
しめじ 821 kcal

副菜 いかのマリネサラダ いか 油・砂糖
人参・きゅうり・とうもろこし・
赤パプリカ・黄パプリカ・玉ねぎ

28.0
ｇ

主食・菜 鮭菜飯 鮭 米・油・砂糖 小松菜

副菜 はりはり漬け 昆布 砂糖 千切大根・人参・きゅうり 731 kcal
副菜 豚汁 豚肉・豆腐・油揚げ・みそ 里芋・こんにゃく 人参・大根・ごぼう・長ねぎ 29.1 ｇ

その他 柿 柿

主食 豚丼 豚肉 米・油・しらたき・砂糖 にんにく・しょうが・人参・玉ねぎ・椎茸 906 kcal

主菜 根菜のごま汁 油揚げ・みそ 油・ごま
人参・大根・ごぼう・れんこん・
小松菜・長ねぎ

34.2 ｇ

その他 芋餅 じゃがいも・でん粉・砂糖・油

主食 古代米ごはん 米・もち米・麦・きび・赤米・黒米

主菜 スンドゥブ 豆腐・豚肉・あさり 油・砂糖 キムチ・にら・長ねぎ・にんにく 795 kcal

副菜 チャプチェ 豚肉 油・春雨
しょうが・にんにく・人参・筍・もやし・
ピーマン・黄パプリカ・きくらげ

29.0 ｇ

その他 みかん みかん

＊食材の都合により献立を変更する場合があります。

29 水

30 木

27 月

28 火

8月30日 香港料理 ポーローパオ

日本のメロンパンに近い感じの香港でよく食べられているパンです。外はカリカリ甘く、内側はふんわりとしています。給食で

は、丸いミルクパンに小麦粉・マーガリン・砂糖を混ぜたものをのせ、オーブンで焼き上げます。

９月２日 沖縄料理 タコライス・もずく汁・サーターアンダギー

メキシコ料理のタコスの具材をごはんの上にのせた「タコライス」、沖縄県産のもずくがはいった『もずく汁』、そして丸形の

揚げドーナツ『サーターアンダギー』をいただきます。

９月９日 重陽の節句 菊入りさつまいもごはん

９月９日は重陽の節句と呼ばれる日で、「菊の節句」とも言われています。この時期は菊の花の盛りで、菊の花は不老長寿の力

があると考えられていました。給食では食用菊の花びらを使った混ぜご飯をつくります。

９月21日 中秋の名月 お月見白玉汁

２０２１年の中秋の名月は9月21日です。文字通り「中秋に見ることができる美しい満月」のことを指し、1年で最も美しい月

を見ることができます。昔から日本では秋の収穫を感謝する行事としてお月見をする習慣がありました。給食では、手作りの団子

がはいった『お月見白玉汁』をいただきます。

旬の果物

秋は美味しい旬の果物がたくさんあります。給食では梨・ぶどう・柿が登場します。お楽しみに！

＊今月は西東京市の田倉農園さんから小松菜・かぶが届く予定です。

☆８・９月の献立メモ☆

きれいに手を洗おう！


