
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

パン 牛乳 パン　 609 779

2 なすとベーコンのスパゲティ ベーコン　 にんじん　ピーマン なす　たまねぎ　 スパゲティ 21.9 27.3

イタリアンサラダ とりにく 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 ぶどう ぶどう

ごはん 牛乳 こめ 605 778

3 中華どんぶり 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 キャベツ　たまねぎ　たけのこ でんぷん 26.0 32.5

枝豆 えだまめ

火 もやしのじゃこ和え しらすぼし ほうれんそう　にんじん もやし さとう ごま　ごまあぶら

ごはん 牛乳　 こめ 668 857

4 かますの唐揚げ かます でんぷん あぶら 24.9 31.2

春雨の炒めもの ぎゅうにく にんじん　ねぎ たまねぎ　たけのこ はるさめ ごま　ごまあぶら

水 かき玉汁 たまご　とうふ にんじん　こまつな たまねぎ　しいたけ でんぷん

わかめごはん 牛乳　わかめ こめ 596 773

5 ぶた肉のしょうが焼き ぶたにく にんじん　チンゲンサイ たまねぎ　もやし　しょうが さとう ごま　 26.6 33.1

夏野菜のみそ汁 あぶらあげ　みそ かぼちゃ　にんじん たまねぎ　とうがん　オクラ

木 なし なし

ごはん　アーモンド 牛乳 こめ アーモンド 519 744

6 あじの塩焼き あじ あぶら 22.2 30.4

そうめんうりのごまず和え にんじん そうめんうり　きゅうり ごま

金 ごぼう汁 とうふ にんじん　こまつな ごぼう　たまねぎ　しめじ

パン　 牛乳 パン　 666 843

9 キーマカレー ぶたミンチ　だいず にんじん　ピーマン たまねぎ パンこ カレールウ 28.0 35

こふきいも じゃがいも

月 キャロットスープ ベーコン にんじん　パセリ たまねぎ　キャベツ　しめじ

ごはん 牛乳 こめ 604 770

10 さばのみそ煮 さば　みそ しょうが さとう 23.9 29.1

切り干し大根のあまず和え 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 団子汁 あぶらあげ にんじん　ねぎ たまねぎ したらまもち　さといも

ごはん 牛乳　 こめ 695 887

11 ぶたの角煮 ぶたばらにく くろさとう 22.6 27.4

ゴーヤのおかか和え ツナ　かつおぶし にがうり　にんじん キャベツ　きゅうり さとう

もずくと麦のスープ もずく にんじん　こまつな たまねぎ　とうもろこし むぎ

水 スライスパイン パイン

アップルパン 牛乳 ドライアップル パン 641 793

12 かぼちゃのフライ かぼちゃ パンこ あぶら 22.0 26.9

枝豆サラダ にんじん えだまめ　キャベツ　きゅうり さとう あぶら

木 冬瓜スープ とりにく　とうふ にんじん　ほうれんそう とうがん　たまねぎ　とうもろこし

カレーピラフ 牛乳 こめ 652 849

13 うさぎのハンバーグ ハンバーグ 21.1 27.2

大豆サラダ だいず にんじん もやし　きゅうり　とうもろこし さとう あぶら

ジュリエンヌスープ ベーコン にんじん　いんげん たまねぎ　キャベツ じゃがいも

金 お月見ゼリー ぶどうジュース　みかん さとう　しらたまもち

献　立　名
材　　　　　料　　　　　名

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

令和元年度９月

二島学校給食共同調理場　給食予定献立表

（二島中） ６つの基礎食品群を知ろう
※牛乳は毎日つきます。

おもにエネルギーのもとになる 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

えだまめは、大豆を未熟なうちに収穫したもので、むかしは枝付きのままゆでていたのでこの名まえがあります。元は大豆ですが、豆のなかまではなく、野菜のなかまにはいります。

豆類・海藻

季節の果物
（ぶどう）2学期が始まりました。暑い残暑を乗り切るには、「早寝早起き朝ごはん」の生活を送ることが大事です。十分睡眠をとり、朝ごはんをしっかり食べて学校に登校しましょう。

魚・果物

乳製品・野菜

季節の魚
（かます）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。

豆類・いも類

季節の果物
（なし）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。

海藻・果物

季節の野菜
（そうめんうり）そうめんうりは、金糸瓜または、そうめんかぼちゃと言いかぼちゃのなかまです。ゆでると、中身がそうめん状にほぐれるとてもめずらしい野菜です。

魚・緑黄色野菜

インド料理のキーマカレーの「キーマ」はヒンディー語で細切れ肉やひき肉を意味することから、ひき肉で作るカレーのことをキーマカレー
と呼びます。

緑黄色野菜・いも類

切り干し大根は、干すことによってうま味や甘み、独特の香りや歯ごたえなどが出るほか、鉄分、ビタミンＢ１などの栄養価も増えます。

豆製品・いも類

沖縄料理です。沖縄に住む人々は、「口に入る全てのものは明日の健康につながる」と考えていて、肉、魚、野菜、海藻などバランス良く食べています。

沖縄県
郷土料理

魚・いも類

季節の野菜
（とうがん）冬瓜は９５％が水分でビタミンＣやカリウムが多いので、食べやすい上にミネラルを補ってくれます。夏にはぴったりの食材です。

海藻・果物

9月1３日は中秋の名月にあたります。「月月に月見る月は多けれど、月見る月はこの月の月」と読まれるほど秋の月は美しいと言われています。

お月見献立

野菜や果物のカラフルな色素は、じつは免疫力アップやがん予防に効果があると、今注目されています。これらは、
フィトケミカルといわれる栄養成分です。イソフラボン、ポリフェノール、カテキン、リコピンなど、みなさんも聞いた
ことがあると思います。色とりどりの野菜や果物を食べて元気になるなんて、ちょっとうれしい気分になりますね。野菜
や果物を上手に取り入れて食事のいろどりを考えることは、健康のみならず食欲も増してくれます。みなさんの食事、色
のバリエーションは豊富ですか？揚げ物など「茶色ばっかり」にならないよう気をつけましょう。



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

17 633

火 24.6

ごはん 牛乳 こめ 661 859

18 マーボー丼 ぶたミンチ　とうふ　あかみそ にんじん　にら たまねぎ　しいたけ ごまあぶら 25.2 32.4

蒸しぎょうざ ぎょうざ

ひじきの中華和え ひじき にんじん キャベツ　きゅうり　もやし さとう ごまあぶら

水 杏仁豆腐 あんにんどうふ

パン　 牛乳 パン 615 778

19 なすのグラタン ぶたミンチ　ぎゅうミンチ チーズ ピーマン なす　たまねぎ マカロニ　パンこ 25.6 32.0

コーンキャベツ にんじん キャベツ　とうもろこし

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 じゃがいも

ごはん 牛乳 こめ 700 887

20 手作りチキンカレー とりにく にんじん えだまめ　たまねぎ　りんご じゃがいも　こむぎこ バター 24.1 29.2

コールスローサラダ ツナ あかピーマン キャベツ　きゅうり さとう あぶら

金 ラグビーボールチーズ チーズ

ごはん　ハニーピーナッツ 牛乳 こめ ピーナッツ 535 797

24 手作りシューマイ ぶたミンチ　 ひじき にら たまねぎ　とうもろこし　しょうが シューマイのかわ 19.6 28.8

バンバンジー とりにく にんじん もやし　きゅうり さとう ごまあぶら　ごま

火 中華スープ わかめ にんじん　チンゲンサイ たまねぎ　しめじ はるさめ

菜めし 牛乳 だいこんな こめ 644 831

25 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 22.7 28.4

うどん汁 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

水 オレンジ オレンジ

ごはん 牛乳　 こめ 594 759

26 さんまの塩焼き さんま 23.2 28.4

たくあん和え にんじん キャベツ　きゅうり　たくあん

木 なすのみそ汁 とうふ　みそ にんじん　こまつな なす　たまねぎ　しめじ

ピザトースト ベーコン 牛乳　チーズ ピーマン たまねぎ　とうもろこし パン 586 800

27 アーモンドサラダ にんじん きゅうり　もやし さとう アーモンド　あぶら 26.1 34.6

アイリッシュシチュー ぶたにく にんじん　パセリ たまねぎ　キャベツ じゃがいも

金
パン 牛乳　 パン 635 804

30 チリコンカン だいず　ぎゅうミンチ　ぶたミンチ 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 パプリカ　 もやし　きゅうり さとう あぶら

月 かぼちゃの豆乳スープ とうにゅう かぼちゃ　パセリ たまねぎ　エリンギ

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

給食はありません

献　立　名
材　　　　　料　　　　　名

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

豆製品・きのこ類

ラグビーワールドカップ２０１９日本大会が９月２０日から４４日間にわたり、全国１２会場で行われます。開幕戦は日本ＶＳロシアです。

乳製品・緑黄色野菜

中華料理のデザートとして有名な杏仁豆腐（あんにんどうふ）のあんにん（杏仁）とは、杏（あんず）の種を粉末状にし、甘みなどを加えた
加工品が「杏仁霜」（きょうにんそう）。これに砂糖、牛乳、ゼラチンなどを加えて作ったデザートが杏仁豆腐です。

魚・果物

季節の野菜
（なす）なすは夏野菜の代表で、6月から9月に出回ります。なすは体の中の熱を下げるはたらきがあるので、夏にはぴったりの食材です。アントシ

アニンというポリフェノールが目の疲れをとったり、おなかの調子を整えるはたらきがあります。

乳製品・いも類

バンバンジーは「棒棒鶏」と書きます。これはもともと中国で蒸して固くなったとり肉を棒でたたいてやわらかくしたからという説があります。

魚・豆類

ゴーヤは夏を代表する野菜で、独特の苦みがあるのが特徴です。ビタミンＣが多く、風邪を予防したり、夏バテを防いだりする働きがあります。

いも類・果物

かぼちゃはカロテンを多く含んでいるので、オレンジ色をしています。カロテンは風邪などの病気に負けないように、のどやはなの粘膜を強くしてくれる働きがあります。

いも類・果物

1・２年給食なし

季節の魚
（さんま）さんまは、漢字で、秋の刀の魚と書きます。その字の通り、形が刀のように細長く銀色に光る魚で、秋に旬をむかえます。

豆類・海藻

2年給食なし
アイルランド

料理

ラグビーワールドカップで２８日に日本はアイルランドと対戦することから、アイルランド料理を取り入れました。アイルランドは北大西洋
のアイルランド島に位置し、国土は北海道より少し大きいくらいです。アイリッシュシチューは本来は羊の肉を使うそうで、角切りの羊肉と
玉ねぎ、にんじん、じゃがいもなどを一緒に煮込んだポトフのようなシチューです。

「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１７日が『まごはやさしい』日になっています。


