
東京農業大学稲花小学校

畑のお肉のミートソーススパゲティ 656 kcal
きのこサラダ 24.4 ｇ
ブルーベリーケーキ 24.3 ｇ
牛乳 2.7 ｇ

北海道産とうもろこしごはん 661 kcal
くじらの竜田揚げ 29.0 ｇ
モロッコインゲンのごまみそ和え 16.1 ｇ
すいとん汁 2.3 ｇ
プルーン　/　牛乳

９月５日　農大稲花小学校創立記念日
たいめし 607 kcal
ぎせい豆腐 29.1 ｇ
小松菜のおひたし 16.9 ｇ
じゃが芋のみそ汁 2.3 ｇ
シャインマスカット　/　牛乳
豚キムチ丼(麦ごはん) 643 kcal
チョレギサラダ 21.7 ｇ
たまごときのこのスープ 23.1 ｇ
梨 2.2 ｇ
牛乳
ごはん 669 kcal
いわしのごまフライ 26.5 ｇ
切干大根サラダ 20.0 ｇ
厚揚げと里芋のみそ汁 2.3 ｇ
柿　/　牛乳
はいがパン 648 kcal
チキンのバジル焼き 27.3 ｇ
マカロニサラダ 19.3 ｇ
かぼちゃのポタージュ 2.4 ｇ
季節のフルーツポンチ　/　牛乳

９月９日重陽の節句
栗とさつま芋おこわ 626 kcal
戻りかつおと秋なすの揚げ煮 25.3 ｇ
菊花和え 20.7 ｇ
わかめととうふのみそ汁 2.5 ｇ
牛乳
ごはん/ひじきとジャコのふりかけ 610 kcal
みそ肉じゃが 23.9 ｇ
小松菜のぽん酢和え 15.7 ｇ
金時豆の甘煮　 2.5 ｇ
きのこのすまし汁　/　牛乳
中華丼(麦ごはん) 655 kcal
チンゲン菜のスープ 24.1 ｇ
開口笑 22.8 ｇ
牛乳 1.7 ｇ

ごはん 611 kcal
シイラの西京焼き 25.5 ｇ
ささみとわかめの和え物 14.3 ｇ
アーモンド入り大学いも 1.6 ｇ
いなか汁　/　牛乳
ごはん 637 kcal
たいの塩こうじ焼き 28.6 ｇ
白菜と竹輪のサラダ 18.6 ｇ
五目ひじき 2.6 ｇ
なめこの赤だし　/　牛乳
キーマカレー(麦ごはん) 686 kcal
ツナサラダ 24.1 ｇ
秋野菜チップス 22.9 ｇ
巨峰 2.0 ｇ
牛乳
ごはん 670 kcal
麻婆茄子 21.2 ｇ
はるさめサラダ 22.0 ｇ
わかめスープ 2.2 ｇ
りんごゼリー　/　牛乳

十五夜
秋さけのちらし寿司 650 kcal
ほうれん草のり和え 27.1 ｇ
豚汁 18.1 ｇ
お月見だんご 2.8 ｇ
牛乳

お彼岸献立
けんちんうどん 646 kcal
白身魚のいそべ焼き 28.4 ｇ
小松菜のからし和え 22.8 ｇ
おはぎ 2.1 ｇ
牛乳

日本の食卓献立　茨城県
たこめし 614 kcal
納豆の包み揚げ 27.2 ｇ
チンゲン菜のごま和え 16.4 ｇ
ぬっぺ汁 2.6 ｇ
極早生みかん　/　牛乳
さんまのかば焼き丼(麦ごはん) 685 kcal
浅漬け 24.2 ｇ
呉汁 23.1 ｇ
柿 2.0 ｇ
牛乳
パングラタン 613 kcal
シーフードサラダ 27.6 ｇ
ひよこ豆のトマトスープ 19.9 ｇ
シナモンポテト 2.1 ｇ
オレンジジュース
ごはん 613 kcal
さばのみそ煮 24.1 ｇ
白菜の梅おかか和え 16.4 ｇ
粉ふき芋 2.3 ｇ
沢煮椀　/　牛乳

世界の食卓献立　アメリカ
ロコモコ丼(麦ごはん) 661 kcal
ロングライススープ 29.1 ｇ
りんご 19.1 ｇ
乳酸菌飲料(ジョアプレーン) 2.1 ｇ

米,薄力粉,パン粉(乾燥),白ごま,
こめサラダ油,はちみつ,三温
糖,さといも

1
水

豚もも肉,牛もも肉,大豆,高野豆腐,昆
布,宗田厚削り節,さば厚削り節,米み
そ赤,チーズ,まぐろ(水煮),豆乳,牛乳
(飲用)

スパゲッティ,オリーブ油,砂
糖,こめサラダ油,塩こうじ,三
温糖,米粉

たまねぎ,にんじん,マッシュルーム,ピー
マン,にんにく,しょうが,トマト(缶),ブ
ロッコリー,赤パプリカ,黄パプリカ,ぶな
しめじ,エリンギ,レモン(果汁),ブルーベ
リージャム,ブルーベリー(冷凍)

赤ワイン,ナツメグ(粉),ココアパウダー,
ローリエ(粉),こしょう,トマトケチャップ,
ウスターソ－ス,しょうゆ,食塩,ノンエッグ
マヨネーズ,ベーキングパウダー

９月こんだて

日 献立名
主にからだを
つくるもの

主に熱や力の
もとになるもの

おもにからだの調子を
整えるもの

その他

ｴﾈﾙｷﾞｰ

2021年9月

たんぱく質

脂質

食塩相当量

とうもろこし,にんにく,しょうが,モロッ
コいんげん,キャベツ,にんじん,だいこん,
ごぼう,長ねぎ,ほうれんそう,プルーン

酒,天塩,ウスターソ－ス,しょうゆ,本みり
ん,食塩

14
火

8
水

9
木

ひじき,ちりめんじゃこ,さば削り節,
鶏もも肉,生揚げ,昆布,かつお削り節,
米みそ赤,金時豆,牛乳(飲用)

米,こめサラダ油,三温糖,白ご
ま,じゃがいも,こんにゃく,ざ
らめ,砂糖,うず巻きふ10

金

鶏もも肉,まぐろ(水煮),白いんげん
豆,豆乳,昆布,スキムミルク,牛乳(飲
用)

13
月

昆布,かつお,粉かつお節,木綿豆腐,わ
かめ(乾燥),宗田厚削り節,さば厚削り
節,米みそ赤,米みそ白,牛乳(飲用)

米,もち米,米粒麦,栗水煮,さつ
まいも,でんぷん,こめサラダ
油,砂糖

にんじん,たまねぎ,さやいんげん,こまつ
な,キャベツ,レモン(果汁),えのきたけ,ぶ
なしめじ,糸みつば

しょうゆ,本みりん,米酢,酒,トウバンジャ
ン,食塩,うす口しょうゆ

米,おしむぎ,でんぷん,こめサ
ラダ油,砂糖,ごま油

しょうゆ,酒,本みりん,天塩,うす口しょう
ゆ,食塩

3
金

豚肩肉,豚バラ肉,わかめ(冷凍),もみ
のり,たまご,昆布,かつお削り節,牛乳
(飲用)

2
木

いわし,ちりめんじゃこ,豚もも肉,生
揚げ,昆布,宗田厚削り節,さば厚削り
節,米みそ白,米みそ赤,牛乳(飲用)

胚芽パン,マカロニ,こめサラダ
油,砂糖

6
月

7
火

まだい,昆布,たまご,鶏もも肉,鶏砂肝,
しぼり豆腐,ひじき,宗田厚削り節,さ
ば厚削り節,さば削り節,わかめ(乾
燥),米みそ赤,米みそ白,牛乳(飲用)

長ねぎ,にんじん,こまつな,キャベツ,レモ
ン(果汁),たまねぎ,絹さや,マスカット

にんにく,レモン(果汁),キャベツ,緑パプリ
カ,にんじん,コーン(水煮),かぼちゃ,たま
ねぎ,パセリ,マスカット,りんご(缶)･桃
(缶)･洋梨(缶),みかん(缶),レーズン

切干しだいこん,チンゲン菜,にんじん,長
ねぎ,さやいんげん,かき

中濃ソース,ウスターソ－ス,トマトケ
チャップ,しょうゆ,米酢,食塩,こしょう,本
みりん

酒,しょうゆ,オイスターソース,こしょう,食
塩,コチジャン,米酢,鳥がらだし,うす口しょ
うゆ,本みりん

白ワイン,食塩,バジル(粉),こしょう,しょう
ゆ,米酢,鳥がらだし,ローリエ(粉),オレンジ
キュラソー

なす,だいこん,赤ピーマン,しょうが,きゅ
うり,もやし,食用菊,たまねぎ,絹さや,生し
いたけ

酒,天塩,食塩,しょうゆ,うす口しょうゆ,本
みりん

はくさいキムチ,はくさい,たまねぎ,にん
じん,ピーマン,にんにく,しょうが,レタス,
みずな,長ねぎ,ぶなしめじ,生しいたけ,え
のきたけ,なし

米,米粒麦,こめサラダ油,三温
糖,じゃがいも

くじら肉,米みそ,絹ごし豆腐,きざみ
揚げ,昆布,かつお削り節,牛乳(飲用)

米,米粒麦,でんぷん,こめサラ
ダ油,三温糖,白ごま,米粉

酒,赤ワイン,鳥がらだし,食塩,こしょう,コ
コアパウダー,パプリカ(粉）,オールスパイ
ス(粉),トマトケチャップ,ウスターソ－ス,
しょうゆ,チャツネ,カレー粉,黒こしょう

あさり,えび,いか,豚肩肉,うずら卵
(水煮),昆布,ベーコン(卵なし),豆乳,絹
ごし豆腐,牛乳(飲用)

米,おしむぎ,でんぷん,こめサ
ラダ油,ごま油,薄力粉,砂糖,白
ごま

きくらげ,はくさい,たけのこ(水煮),長ね
ぎ,にんじん,絹さや,しょうが,にんにく,チ
ンゲン菜,たまねぎ,生しいたけ,あしたば
(粉)

酒,鳥がらだし,オイスターソース,しょうゆ,
本みりん,こしょう,食塩,クコの実,ベーキン
グパウダー

しいら,西京みそ,鶏ささみ,わかめ(冷
凍),木綿豆腐,昆布,かつお削り節,牛
乳(飲用)

米,三温糖,ごま油,黒ごま,さつ
まいも,こめサラダ油,砂糖,水
あめ,アーモンド,こんにゃく

もやし,にんじん,きゅうり,にんにく,だい
こん,生しいたけ,長ねぎ,ごぼう,ほうれん
そう

酒,本みりん,しょうゆ,食塩,米酢

まだい,竹輪(卵なし),鶏もも肉,ひじ
き,大豆,昆布,煮干し,八丁みそ,米み
そ,粉かつお節,牛乳(飲用)

米,塩こうじ,三温糖,糸こん
にゃく,ごま油,じゃがいも

きゅうり,はくさい,枝豆(冷凍),にんじん,
しいたけ(乾燥),なめこ,たまねぎ,わけぎ

本みりん,うす口しょうゆ,ノンエッグマヨ
ネーズ,しょうゆ,食塩,洋からし(粉）,椎茸
もどし汁,酒15

水

牛もも肉,豚もも肉,豚レバー,ひよこ
豆(水煮),昆布,まぐろ(水煮),牛乳(飲
用)

米,おしむぎ,ラード,こめサラ
ダ油,薄力粉,じゃがいも,さつ
まいも

たまねぎ,にんじん,なす,マッシュルーム,
エリンギ,ごぼう,セロリ,にんにく,しょう
が,キャベツ,コーン(水煮),赤パプリカ,ク
リームコーン,レモン(果汁),れんこん,ぶど
う

★献立の一部を変更することがありますのでご了承ください。

鶏もも肉,生揚げ,昆布,宗田厚削り節,
さば厚削り節,銀ヒラス,青のり,ロー
スハム(卵なし),小豆,きな粉,牛乳(飲
用)

うどん,こめサラダ油,ごま油,
こんにゃく,ざらめ,三温糖,も
ち米,米,砂糖

だいこん,にんじん,ごぼう,長ねぎ,ぶなし
めじ,こまつな,もやし,えのきたけ

酒,本みりん,しょうゆ,食塩,こしょう,ノン
エッグマヨネーズ,洋からし(粉）

16
木

22
水

17
金

牛もも肉,豚もも肉,高野豆腐,昆布,米
みそ赤,八丁みそ,小えび(乾燥),あさ
り,わかめ(乾燥),木綿豆腐,アガー,牛
乳(飲用)

米,でんぷん,こめサラダ油,三
温糖,ごま油,はるさめ,グラ
ニュー糖

なす,赤ピーマン,ピーマン,長ねぎ,しょう
が,にんにく,きくらげ,きゅうり,にんじん,
とうがん,レタス,わけぎ,りんご,レモン(果
汁),りんごジュース

酒,こしょう,トウバンジャン,鳥がらだし,
しょうゆ,テンメンジャン,本みりん,オイス
ターソース,米酢,食塩,洋からし(粉）,うす
口しょうゆ,白ワイン

24
金

昆布,たこ,納豆,チーズ,するめいか,油
揚げ,昆布,宗田厚削り節,さば厚削り
節,牛乳(飲用)

米,米粒麦,砂糖,ぎょうざの皮,
薄力粉,こめサラダ油,三温糖,
白ごま,さといも,こんにゃく

ごぼう,しょうが,枝豆(冷凍),長ねぎ,チン
ゲン菜,もやし,だいこん,にんじん,生しい
たけ,早生みかん

しょうゆ,本みりん,酒,天塩,食塩

21
火

たまご,さけ,昆布,かつお削り節,きざ
みのり,豚肩肉,豚バラ肉,生揚げ,米み
そ赤,米みそ白,絹ごし豆腐,牛乳(飲
用)

米,砂糖,こめサラダ油,三温糖,
じゃがいも,糸こんにゃく,ごま
油,白玉粉,上新粉,でんぷん

れんこん,レモン(果汁),かんぴょう,しいた
け(乾燥),絹さや,ほうれんそう,はくさい,
にんじん,ぶなしめじ,長ねぎ,かぼちゃ

米酢,食塩,しょうゆ,本みりん,酒

28
火

ベーコン(卵なし),まぐろ(水煮),白い
んげん豆,昆布,牛乳(調理用),スキム
ミルク,生クリーム,チーズ,ほたて貝
柱,あさり,えび,鶏もも肉,ひよこ豆
(水煮)

無塩食パン,有塩バター,米粉,
オリーブ油,三温糖,さつまい
も,こめサラダ油,砂糖

たまねぎ,にんじん,マッシュルーム,パセ
リ,キャベツ,ブロッコリー,黄パプリカ,バ
ジル,にんにく,こまつな,ぶなしめじ,コー
ン(水煮),トマトピューレ,オレンジジュー
ス

白ワイン,鳥がらだし,本みりん,食塩,こしょ
う,米酢,トマトケチャップ,しょうゆ,シナモ
ン(粉)

27
月

さんま,きざみのり,生揚げ,大豆,昆布,
宗田厚削り節,さば厚削り節,豆乳,米
みそ白,米みそ赤,粉かつお節,牛乳(飲
用)

米,おしむぎ,でんぷん,米粉,こ
めサラダ油,三温糖,けしの実

しょうが,キャベツ,きゅうり,にんじん,は
くさい,たまねぎ,絹さや,かき

酒,しょうゆ,本みりん,昆布茶,食塩

30
木

豚もも肉,牛ひき肉,おから,昆布,たま
ご,まぐろ(水煮),ジョア(プレーン)

米,おしむぎ,こめサラダ油,で
んぷん,はちみつ,米粉,三温糖,
はるさめ,ごま油

たまねぎ,キャベツ,コーン(水煮),きゅう
り,赤パプリカ,レモン(果汁),にんじん,セ
ロリ,しいたけ(乾燥),にんにく,しょうが,
わけぎ,りんご

食塩,こしょう,ナツメグ(粉),ノンエッグマ
ヨネーズ,トマトケチャップ,中濃ソース,
しょうゆ,ココアパウダー,米酢,椎茸もどし
汁,鳥がらだし

29
水

さば,昆布,かつお削り節,米みそ赤,ま
ぐろ削り節,豚肩肉,牛乳(飲用)

米,三温糖,はちみつ,じゃがい
も,ごま油,白滝,でんぷん

しょうが,長ねぎ,はくさい,もやし,みずな,
梅びしお,だいこん,ごぼう,にんじん,絹さ
や

酒,本みりん,しょうゆ,うす口しょうゆ,天
塩,こしょう,食塩


