
９月の目標

小学校 中学校

１群 ２群 ３群 ４群 ５群 ６群

肉・魚・卵・大豆 乳製品・海草・小魚 緑黄色野菜 その他の野菜・果物 穀類・芋・砂糖 油脂・種実類

ごはん 牛乳 こめ 616 821

1 ぎょうざ ぎょうざ 24.4 30.8

中華和え ツナ にんじん もやし　きゅうり さとう ごまあぶら

火 マーボーどうふ ぶたにく　とうふ　みそ にんじん　チンゲンサイ たまねぎ　たけのこ　しいたけ でんぷん

ごはん 牛乳　 こめ 654 834

2 ポークハヤシ ぶたにく にんじん たまねぎ　しめじ　えだまめ こむぎこ　 バター 19.8 23.8

大豆とひじきのサラダ だいず ひじき あかピーマン キャベツ　きゅうり さとう あぶら　

水 冷凍パイン パイン

パン 牛乳　 パン 589 758

3 なすとトマトのスパゲティ ベーコン にんじん　トマト　ピーマン たまねぎ　なす スパゲティ 21.1 26.3

大根サラダ ささみ にんじん だいこん　きゅうり さとう あぶら　

木 なし なし

ごはん　　 牛乳　 こめ 667 857

4 かますの唐揚げ かます でんぷん あぶら　 25.0 31.3

ぶた肉と春雨の炒め物 ぶたにく にんじん たまねぎ　たけのこ　 はるさめ ごま

金 じゃがいものみそ汁 とうふ　あぶらあげ　みそ にんじん　こまつな たまねぎ　えのきたけ じゃがいも

7
月
ごはん 牛乳 こめ　 585 767

8 鯖のしょうが煮 さば しょうが さとう 25.1 32.6

切り干し大根の甘酢和え にんじん　こまつな きりぼしだいこん　きゅうり　もやし さとう

火 かぼちゃのみそ汁 とうふ　あぶらあげ　みそ かぼちゃ たまねぎ　なす

ごはん 牛乳 こめ 582 751

9 和風ハンバーグ とうふ　とりにく　ぶたにく たまねぎ　だいこん パンこ 21.0 26.1

野菜のごま和え にんじん　ほうれんそう キャベツ　きゅうり さとう ごま

水 ごぼう汁 あぶらあげ にんじん　ねぎ ごぼう　たまねぎ　 さといも

10 わかめごはん 牛乳　わかめ　 こめ 581 744

鰺の南蛮漬け あじ にんじん　ピーマン たまねぎ でんぷん あぶら 23.7 29.5

木 かき玉汁 たまご　とうふ にんじん　ほうれんそう たまねぎ　しめじ じゃがいも

ごはん 牛乳　 こめ　 601 752

11 スタミナ丼 ぶたにく　あかみそ にんじん　いんげん たまねぎ　キャベツ　えのきたけ さとう ごま 24.6 29.4

春雨の酢の物 ささみ にんじん もやし　きゅうり はるさめ ごまあぶら

金 ヨーグルト ヨーグルト

パン 牛乳 パン 648 785

14 ペンネのミートソース ぎゅうにく　ぶたにく にんじん　ピーマン　トマト たまねぎ　エリンギ ペンネ 23.9 29.2

海藻サラダ ささみ かいそう にんじん もやし　きゅうり さとう あぶら

月 ルルとララのきらきらゼリー さとう

魚類・いも類

ブックランチ

令和２年度９月

二島学校給食共同調理場　給食予定献立表

海藻・果物

中華料理

（二島中） ６つの基礎食品群を知ろう
※牛乳は毎日つきます。

献　立　名
材　　　　　料　　　　　名

おもにエネルギーのもとになるおもに体を作るもとになる おもに体の調子をととのえる

魚類・いも類

海藻・魚類

豆類・きのこ類

小魚・果物

季節の魚（かます）

なしはシャリシャリとした食感とみずみずしい甘さが人気の果物で、二十世紀などの皮が黄緑色の青梨と、幸水や豊水などの皮が褐色の赤梨の２種類に分ける
ことができます。

緑黄色野菜・果物

季節の果物（なし）

ｴﾈﾙｷﾞｰ（kcal）・たんぱく質（ｇ）

家庭でとりたい食品

行事食・旬の献立等

さんまより早く秋の訪れを告げるのがかますで、秋になると脂がのって上品な味になります。山口市で水揚げされたかますを使います。

野菜・乳製品

小魚・いも類

季節の野菜（かぼちゃ）

給食はありません

残暑がまだまだ厳しいですね。暑い日が続くと食欲もおとろえがちですが、1日3回の食事をしっかりとって暑さに負けない体をつくりま
しょう。

朝ごはんは１日をスタート

させる大切な食事です。ご

はんや汁物からも暑い夏に

欠かせない水分補給ができ

ます。

夏の水分補給のコツは、

「のどがかわく前に少しず

つとる」です。ふだんは水

や麦茶などでとるとよいで

しょう。

夏の太陽を浴びて育った夏

野菜からはビタミンや無機

質（ミネラル）がとれます。

水分も多く、「食べる水分

補給」になります。

のどごしのよいめん類や冷

たいサラダばかり食べてい

ては、栄養バランスが崩れ

てしまいます。香味野菜を

アクセントに使ったり、カ

レーやエスニック料理など

を上手に取り入れ、主菜の

おかずをしっかり食べま

しょう。

体を冷やし、体調を崩して

しまうことがあります。朝

夕の涼しい時間に外で体を

動かしましょう。暑い日中

も扇風機などを利用し、温

度を下げすぎないようにし

ます。就寝時はタイマーを

使うなど工夫をしてみま

しょう。

「ルルとララのきらきらゼリー」よりブックランチ

森の妖精から女王様の誕生日パーティで「食べられる宝石」を作るようにと頼まれたルルとララ。オーブンでケーキを焼くの

はまだまだうまくできないふたりは、ゼリーを作ることにしました。はたして、「食べられる宝石」は上手に作れるのでしょ

うか？本の中で女王様のお気に入りの宝石「スターサファイヤ」に似せた、星が入った青いゼリーが出てきます。給食ではこ

のゼリーを再現します。



小学校 中学校

１群 ２群 ３群 ４群 ５群 ６群

肉・魚・卵・大豆 乳製品・海草・小魚 緑黄色野菜 その他の野菜・果物 穀類・芋・砂糖 油脂・種実類

ごはん 牛乳　 こめ 633 805

15 めだいの竜田揚げ めだい でんぷん あぶら 24.6 30.2

煮こじ とりにく　さつまあげ　なまあげ にんじん　いんげん じゃがいも　さとう ごま

火 きのこの吹き寄せ汁 あぶらあげ　みそ わかめ にんじん　こまつな たまねぎ　しいたけ　しめじ　えのきたけ

ごはん 牛乳 こめ 597 790

16 冬瓜入り中華丼 ぶたにく　うずらたまご　さつまあげ にんじん　チンゲンサイ とうがん　たまねぎ　キャベツ でんぷん 24.9 31.9

シューマイ シューマイ

水 バンサンスウ にんじん もやし　きゅり はるさめ ごま　ごまあぶら

パン 牛乳 パン 589 747

17 かぼちゃグラタン ベーコン チーズ　牛乳 かぼちゃ　いんげん たまねぎ マカロニ　パンこ ホワイトソース 21.9 27.4

コーンキャベツ とうもろこし　キャベツ

木 野菜スープ にんじん　こまつな たまねぎ　もやし　しめじ

ごはん 牛乳　 こめ 646 825

18 手作りチキンカレー とりにく にんじん　グリンピース たまねぎ　りんご じゃがいも　こむぎこ バター 18.7 23.0

枝豆サラダ にんじん えだまめ　もやし　きゅうり さとう あぶら

金 キウィフルーツ キウィフルーツ

ごはん 牛乳 こめ 644 827

23 いわしのしょうが煮 いわし しょうが さとう 26.9 33.2

生揚げのそぼろ煮 とりにく　なまあげ　ちくわ にんじん さとう

水 なすのみそ汁 あぶらあげ　みそ にんじん　こまつな なす　たまねぎ　しめじ

パン 牛乳　 パン 598 807

24 焼きとり肉の とりにく 24.3 31.6

夏野菜ソースかけ ピーマン　トマト たまねぎ　なす　とうもろこし マヨネーズ

木 コンソメスープ ベーコン にんじん　チンゲンサイ たまねぎ　キャベツ じゃがいも　

アーモンド アーモンド

菜飯 牛乳 だいこんば こめ 643 831

25 かやくうどん とりにく　あぶらあげ にんじん　ねぎ たまねぎ　えのきたけ うどん　さとう 21.9 27.4

ゴーヤとちくわのかき揚げ ちくわ ゴーヤ　かぼちゃ こむぎこ あぶら

金 オレンジ オレンジ

パン 牛乳 パン 635 804

28 チリコンカン だいず　ぎゅうにく　ぶたにく にんじん　トマト たまねぎ さとう 27.4 34.1

カラフルサラダ あかピーマン キャベツ　きゅうり　とうもろこし さとう オリーブオイル

月 かぼちゃスープ とうにゅう かぼちゃ　パセリ たまねぎ　エリンギ

ごはん 牛乳　 こめ 605 771

29 鯖の塩焼き さば 26.7 32.7

じゃがいものごま和え ちくわ にんじん じゃがいも　さとう ごま

火 具だくさん汁 なまあげ　だいず にんじん　こまつな たまねぎ　ごぼう　

ごはん 牛乳 こめ 596 767

30 山口県産ハモフライ ハモ こむぎこ　パンこ あぶら 23.3 28.7

五色和え ささみ ひじき にんじん　こまつな だいこん さとう

水 やかましいみそ汁 とうふ　あぶらあげ　みそ わかめ ねぎ たまねぎ　えのきたけ じゃがいも　

緑黄色野菜・海藻

野菜・果物

季節の野菜（かぼちゃ）

魚類・いも類

豆類・卵類

新型コロナウイルス感染症の影響により多大な被害を受けている山口県産「ハモ」を、小中学校などの学校給食で使用し、地産・地消の推進を図る事業が山口県で創設されまし
た。その事業により、無償で「ハモフライ」を使わせていただきます。山口県のハモは「西京はも」や「天神はも」といってブランド化も進んでいます。 地元の魚をありがた
くいただきましょう。

豆類・海藻

中華料理

長野県郷土料理

長野県は海こそないものの、比較的涼しい気候から生み出される質の良い農作物がたくさんあります。長寿の県として、半世紀近く、減塩に取り組んでおり、「健康・長寿は食
にあり」がモットーです。「煮こじ」は、長野県の八千穂村で昔から食べられている料理で、人がたくさん集まる日にたっぷり作るそうです。敬老の日にちなんで、健康・長寿
について考えてみましょう。

海藻・きのこ類

肉類・果物

地元の魚（ハモ）

果物・魚類

ブックランチ

野菜・いも類

乳製品・果物

献　立　名
材　　　　　料　　　　　名

家庭でとりたい食品

行事食・旬の献立等

ｴﾈﾙｷﾞｰ（kcal）・たんぱく質（ｇ）おもに体を作るもとになる おもに体の調子をととのえる おもにエネルギーのもとになる

「まごわ（は）やさしい」は、みなさんにもっと食べてほしい食材の頭の文字を並べたもの

です。健康的で不足しがちな栄養素を補ってくれますので、ぜひ毎日の食生活に取り入れてほ

しいものです。給食でも９月１５日が『まごわ（は）やさしい』日になっています。

「かぼちゃスープ」よりブックランチ

森の中の家に、ねことりすとあひるの三人が、いっしょに住んでいた。 三人が、毎日決まった手順で作るかぼちゃスープは、

世界一の味。 ところがある朝、あひるが「ぼくがスープをかきまぜる！」と言ったから、三人は大げんか。ついに、あひるは

家出した。 三人の友情と、スープの味はもとに戻るのか！旬の野菜を使ったおいしいかぼちゃスープを再現します。

https://www.ameba.jp/

