
日 曜 こんだて名 赤の食品 黄色の食品 緑の食品 摂取量

むすびパン 牛乳 牛乳 パン 624kcal さかな

摂取量 チキンチーズやき とりにく　チーズ 2.8g まめ

小学校
（中学年）

ポテトサラダ じゃがいも さとう あぶら えだまめ コーン 792kcal くだもの

エネルギー
食塩相当量

たまごスープ たまご　ベーコン かたくりこ にんじん　はくさい　こまつな 3.6g

中学校 ごはん 牛乳 牛乳 こめ 683kcal さかな

日 曜 こんだて名
エネルギー
食塩相当量

ハムチーズピカタ たまご　ハム　チーズ 3.2g まめ

ごはん 牛乳 牛乳 こめ 645kcal まめ かりぽりあえ
こまつな はくさい もやし だい
こん

847kcal きのこ

きびなごカリカリフライ きびなご じゃがいも　あぶら 1.8g あおな カレー ぶたにく じゃがいも あぶら ルウ にんじん たまねぎ にんにく 3.8g

にくじゃが ぶたにく さとう あぶら じゃがいも たまねぎ にんじん いんげん 783kcal くだもの

わかめときのこのかきたまじる たまご わかめ とうふ かたくりこ にんじん えのき ねぎ 2.3g 古代米ごはん　牛乳 牛乳 こめ 紫米 660kcal まめ

ひじきごはん ひじき　だいず　しらすぼし こめ 619kcal たまご うさぎハンバーグ とりにく　ぶたにく たまねぎ 1.9g たまご

牛乳 牛乳 2.8g くだもの きんぴらごぼう ちくわ あぶら さとう ごま
ごぼう にんじん  れんこん きく
らげ ピーマン

787kcal あおな

とりにくのしおこうじやき とりにく 米こうじ にんにく 752kcal いもだんご汁 とりにく いももち しめじ にんじん だいこん ねぎ 2.3g

なめたけあえ
ほうれんそう もやし にんじん
なめたけ

3.6g お月見ゼリー ゼリー

ひきなじる あぶらあげ みそ さといも にんじん だいこん ねぎ ごはん 牛乳 牛乳 こめ 603kcal たまご

せわりコッペパン 牛乳 牛乳 パン 595kcal まめ いわしオレンジに いわし 1.9g あおな

しろみざかなのバジルフライ ほき　チーズ あぶら 2.9g たまご はるさめサラダ くらげ わかめ はるさめ さとう ごま キャベツ きゅうり コーン

トマトソーススパゲティ ベーコン あさり スパゲティ オリーブオイル
にんにく にんじん たまねぎ
マッシュルーム パセリ

734kcal かいそう みだくさんじる あぶらあげ みそ じゃがいも さつまいも にんじん はくさい しめじ ねぎ

やさいスープ とりにく
にんじん たまねぎ はくさい
コーン チンゲンサイ

3.7g ミルクパン 牛乳 練乳 パン 674kcal さかな

なし なし ポテトカップグラタン 牛乳　チーズ じゃがいも 2.8g かいそう

ごはん 牛乳 牛乳 こめ 611kcal たまご チリコンカン
ぶたにく しろいんげんま
め

あぶら さとう
にんじん たまねぎ マッシュ
ルーム グリーンピース

802kcal くだもの

いかのしょうがやき いか さとう しょうが 2.2g あおな キャベツのスープ ベーコン うずらたまご
にんじん キャベツ チンゲンサ
イ

3.4g

ひじきとまめのサラダ ひじき だいず ツナ さとう あぶら ごま きゅうり にんじん コーン 761kcal きのこ

とんじる ぶたにく とうふ みそ じゃがいも だいこん にんじん ねぎ 2.7g ごはん 牛乳 牛乳 こめ 688kcal たまご

ごはん 牛乳 牛乳 こめ 660kcal たまご さんまのかばやき さんま あぶら さとう しょうが 1.8g まめ

さばのみそに さば　みそ 2.2g いも 菊花あえ
にんじん もやし ほうれんそう
きく　えのきたけ

822kcal くだもの

のりあえ のり  にんじん もやし　こまつな 845kcal くだもの きのこひっつみ とりにく あぶらあげ すいとん
だいこん にんじん なめこ しめ
じ ねぎ

2.2g

せんべいじる とりにく かやきせんべい
ごぼう だいこん にんじん しめ
じ ねぎ

2.6g

ごはん 牛乳 牛乳 こめ 677kcal たまご ごはん 牛乳 牛乳 こめ 593kcal さかな

こうやとうふフライ こうやとうふ パンこ　あぶら 2.3g あおな クリスピーチキン とりにく 2.4g たまご

ひじきのいために さつまあげ ひじき あぶら さとう
きりぼしだいこん にんじん ご
ぼう  えだまめ

807kcal くだもの かみかみサラダ さきいか ごま さとう ごまあぶら
こまつな きゅうり にんじん も
やし ごぼう

762kcal かいそう

じゃがいものみそしる あぶらあげ わかめ みそ じゃがいも だいこん にんじん ねぎ 2.6g キムチじる ぶたにく みそ とうふ あぶら さとう
えのき はくさい  チンゲンサイ
にら

3.0g

れいとうみかん みかん

ごはん 牛乳 牛乳 こめ 677kcal さかな ごはん 牛乳 牛乳 こめ 603kcal たまご

こめこいりはるまき ぶたにく こむぎこ　こめこ　あぶら たまねぎ 　にんじん　キャベツ 2.4g まめ やさいとわかめのとうふよせ とうふ わかめ さとう かたくりこ しょうが 2.3g あおな

遠野牛ときのこのオイスター
ソ―スいため

ぎゅうにく さとう あぶら かたくりこ
たまねぎ エリンギ パプリカ え
だまめ

857kcal くだもの ごぼうサラダ とりにく マヨネーズ ごま
ごぼう きゅうり にんじん コー
ン

747kcal くだもの

わかめスープ うずらたまご わかめ
たけのこ にんじん えのき ね
ぎ

3.2g なめこじる とうふ みそ なめこ だいこん にんじん ねぎ 2.8g

遠野市学校給食センター

とくに
お家で
食べても
らいたい
食品

3 火

4 水

材　料　名

血・筋肉・歯・骨の
もとになるもの
（赤の食品）

エネルギーの
もとになるもの
（黄色の食品）

体の調子を
整えるもの
（緑の食品）

金

9 月

11 水

12 木

5

2 月

24 火
10 火

13 金

17 火

18

木

水

6

令和元年 ９月    献立のお知らせ

交流すまいる給食 ～遠野の肉を味わおう～　

お　月　見　献　立

20 金

遠野小・青笹小　希望献立

19 木

食　育　の　日

スプーン

スプーン

スプーン



日 曜 こんだて名 赤の食品 黄色の食品 緑の食品 摂取量

しょくパン 牛乳 牛乳 パン 625kcal さかな

ラフランスジャム ジャム 2.8g まめ

トマトオムレツ たまご トマト 782kcal

かいそうサラダ わかめ 　かんてん さとう ごまあぶら キャベツ にんじん ブロッコリー 4.0g

さつまいもシチュー とりにく 牛乳 あぶら さつまいも
たまねぎ にんじん しめじ パセ
リ

ごはん 牛乳 牛乳 こめ 694kcal たまご

さけのなんぶやき さけ さとう ごま ごま 2.3g あおな

ごもく栗まめ こんぶ とりにく だいず くり さとう ごぼう にんじん えだまめ 836kcal

いものこじる ぶたにく 　とうふ さといも にんじん 　ぶなしめじ　 ねぎ 2.7g

りんご りんご

ごはん 牛乳 牛乳 こめ 635kcal さかな

とりにくのりんごソース とりにく かたくりこ あぶら あぶら
にんにく たまねぎ りんご  パ
セリ

2.2g たまご

ゆかりあえ しらすぼし キャベツ きゅうり 771kcal

きのこのみそしる あぶらあげ みそ にんじん しめじ はくさい ねぎ 2.9g

ごはん 牛乳 牛乳 こめ 621kcal あおな

とりそぼろあつやきたまご たまご 　とりにく 2.7g きのこ

ごまずあえ わかめ 　かつおぶし ごま
キャベツ 　にんじん　　れんこ
ん

749kcal くだもの

にこみおでん
さつまあげ がんもどき ち
くわ　こんぶ

さといも だいこん にんじん 2.9g

☆献立は、都合により変更することがあります。

☆米と味噌は遠野産を使用しています。

☆4日、12日、18日、25日はスプーンがつきます。

小学校（中学年）基準値
エネルギー　650kcal

食塩　2.0g未満

中学校基準値
エネルギー　830kcal

食塩　2.5g未満

30 月

25 水

26 木

27 金

スプーン

◆10日の『交流すまいる給食』について◆

市内で生産される新鮮で安心な地元食材の魅力や食文化への
理解を深めるとともに、給食を支える方々との共食交流により
食育の推進をはかります。

今年度は、9月、１０月、１１月と年３回の実施で、9月は
遠野小学校を会場に行われます。

9月給食だより
食べ物の働きを知ろう
た もの はたら し


