
３１ ドライカレー ぶたひきにく,だいず こめ,おしむぎ,あぶら にんにく,しょうが,セロリ,たまねぎ,にんじん,コーン 654

水 はるさめさらだ りょくとうはるさめ,あぶら,ごまあぶら,さんおんとう,しろごま もやし,キャベツ,きゅうり,にんじん,たまねぎ 22.1

ぶたキムチ丼 ぶたももにく こめ,あぶら,さんおんとう,しろごま,ごまあぶら,かたくりこ にんにく,ねぎ,たまねぎ,はくさい,にら 620

あおなとだいこんのスープ とりむねにく あぶら,じゃがいも,ごまあぶら,しろごま しょうが,にんじん,だいこん,チンゲンツァイ 24.8

木 れいとうみかん れいとうみかん

２ かいせんあんかけやきそば いか,むきえび,ぶたももにく あぶら,ちゅうかめん,かたくりこ にんにく,はくさい,にんじん,チンゲンツァイ,もやし 631

金 だいずとさつまいものあめがらめ だいず さつまいも,かたくりこ,あぶら,さとう 26.4

ごはん こめ 690

ツナとひじきのたまごやき ぶたひきにく,ツナ,ほしひじき,たまご あぶら,さとう ねぎ,にんじん 28.8

じゃがいものきんぴら ぶたももにく あぶら,ごまあぶら,じゃがいも,つきこん,さんおんとう,しろごま しょうが,にんじん,さやいんげん

月 かぶとあぶらあげのみそ汁 あぶらあげ,みそ かぶ,かぶのは,だいこん,こまつな

ごはん こめ 652

ジャンボぎょうざ ぶたひきにく,みそ ぎょうざのかわ,ごまあぶら,こむぎこ,あぶら しょうが,にんにく,ねぎ,キャベツ,にら 22.3

だいこんときゅうりのナムル ごまあぶら,さんおんとう,しろごま だいこん,もやし,きゅうり

火 はくさい入りちゅうかスープ とりむねにく あぶら,ごまあぶら しょうが,たけのこ,にんじん,きくらげ,はくさい

７ こうやとうふのそぼろ丼 とりひきにく,こうやどうふ,だいず こめ,おしむぎ,あぶら,さんおんとう しょうが,にんじん,たけのこ,エリンギ,ほししいたけ,グリンピース 639

水 とうがんいりすまし汁 ぶたかたにく あぶら にんじん,だいこん,ほししいたけ,とうがん,コーン,こまつな 26.6

くりごはん こめ,もちごめ,くり 647

ぎんだらとやさいの ぎんだら かたくりこ,じょうはくとう あかパプリカ,なす,れんこん,きゅうり 24.4

　　　　　なんばんづけ あぶら，しろごま きくのはな

木 とうふとなめこのみそ汁 きぬごしとうふ,みそ ねぎ,なめこ

ミルクパン ミルクパン 631

チリビーンズ ぶたひきにく,だいず,きんときまめ あぶら,さんおんとう,こむぎこ セロリ,たまねぎ,にんじん,トマトかん 25.4

金 こまツナサラダ ツナ あぶら,さんおんとう こまつな,キャベツ,にんじん,えだまめ,コーン,たまねぎ

なめし こめ,おしむぎ、しろごま 622

しょうがふうみのにくやさいいため ぶたかたにく,ぶたひきにく あぶら,かたくりこ にんにく,しょうが,たまねぎ,キャベツ,もやし,にんじん,ピーマン 24.6

月 さといも入りみそ汁 あつあげ,みそ,わかめ さといも はくさい,こまつな

かきまわし（鶏飯　愛知県） とりももにく,あぶらあげ こめ,あぶら,さんおんとう にんじん,たけのこ,ごぼう,ほししいたけ 662

あかだしのみそ汁 もめんどうふ,あかみそ,はっちょうみそ,わかめ あぶら にんじん,だいこん,ぶなしめじ,こまつな 21.0

火 おにまんじゅう さつまいも,さとう,こむぎこ

ジャンバラヤふう ぶたひきにく,ぶたももにく,ウィンナー,だいず こめ,あぶら セロリ,たまねぎ,にんじん,エリンギ 630

ぐだくさんトマトスープ とりももにく あぶら,じゃがいも にんにく,たまねぎ,キャベツ,トマトかん,コーン 20.7

水 りんごゼリー さとう りんごジュース

ナスのミートソーススパゲティ ぶたひきにく,だいず,みそ スパゲッティ,オリーブオイル,あぶら にんにく,しょうが,セロリ,たまねぎ,にんじん,トマトかん,エリンギ,なす 668

パリパリじゃがいもサラダ じゃがいも,あぶら,さんおんとう もやし,キャベツ,こまつな,にんじん 24.0

木 きょほう（くだもの） きょほう

まーぼーとうふ丼 だいず,ぶたひきにく,みそ,もめんどうふ こめ,おしむぎ,あぶら,さんおんとう,かたくりこ,ごまあぶら にんにく,しょうが,にんじん,たまねぎ,ねぎ 679

ひじきとツナのサラダ ほしひじき,ツナ あぶら,さんおんとう ほうれんそう,にんじん,キャベツ,コーン,たまねぎ 27.3

金 チンゲンサイのスープ とりももにく あぶら,ごまあぶら しょうが,にんじん,えのきたけ,もやし,チンゲンツァイ

ごはん こめ 644

さばのごまみそがけ さば,みそ さんおんとう,ごまあぶら,ねりごま,しろごま にんにく 23.7

やさいとこんにゃくのじゃこあえ あぶらあげ,ちりめんじゃこ つきこん,ごまあぶら,さとう こまつな,キャベツ,にんじん,もやし

火 だいこんととうふのすましじる もめんどうふ だいこん,にんじん,えのきたけ,みずな

ごはん こめ 696

まめ入りコロッケ ぶたひきにく,だいず じゃがいも,あぶら,こむぎこ,パンこ にんじん,たまねぎ 23.6

やさいのだしじょうゆあえ 粉かつお こまつな,もやし,だいこん,にんじん

水 はくさいとわかめのみそ汁 あぶらあげ,みそ,わかめ はくさい,ねぎ

ツナいりカレーピラフ とりむねにく,ツナ こめ,あぶら たまねぎ,にんじん 624

ＡＢＣスープ ぶたかたにく,ひよこまめ あぶら,じゃがいも,マカロニ にんじん,たまねぎ,キャベツ 24.5

木 なし（くだもの） なし　

わかめごはん たきこみわかめ こめ,おしむぎ 639

こーんいりちぐさやき とりひきにく,たまご あぶら,さんおんとう にんじん,たまねぎ,エリンギ,コーン 25.4

きりぼしだいこんのごまずあえ しろごま,さんおんとう,あぶら きゅうり,もやし,切干しだいこん,にんじん

月 とうふのみそ汁 もめんどうふ,みそ だいこん,たまねぎ

レーズンパン ぶどうパン, 661

ゆうやけシチュー とりむねにく,だいず,あさり,ぎゅうにゅう,生クリーム あぶら,じゃがいも,こむぎこ にんにく,たまねぎ,にんじん,エリンギ 26.2

火 フレンチサラダ あぶら,さんおんとう キャベツ,はくさい,きゅうり,にんじん,たまねぎ

ごはん こめ 677

いかとじゃがいものチリソースあえ いか かたくりこ,じゃがいも,あぶら,さんおんとう にんにく,しょうが,たまねぎ,ねぎ,グリンピース 21.6

はるさめいため ぶたひきにく あぶら,りょくとうはるさめ,ごまあぶら,しろごま にんにく,もやし,たまねぎ,にんじん

水 わかめいりスープ もめんどうふ,わかめ ごまあぶら にんじん,だいこん

ごはん こめ 681

だいずいりはんばーぐ ぶたひきにく,とりひきにく,もめんどうふ,だいず,みそ あぶら,さとう,かたくりこ たまねぎ,にんじん,しょうが,だいこん,えのきたけ 28.5

あおなのおかかあえ 粉かつお こまつな,キャベツ,にんじん

木 かぶとたまねぎのみそ汁 あぶらあげ,みそ,わかめ かぶ,かぶのは,たまねぎ

ゆかりごはん こめ 692

ししゃものあおのりあげ ししゃも,あおのり こむぎこ,かたくりこ,あぶら 26.5

やさいとコーンのあえもの もやし,コーンかん,こまつな,キャベツ

金 とんじる ぶたももにく,みそ あぶら,こんにゃく,ごまあぶら しょうが,ごぼう,にんじん,だいこん,ねぎ

◇材料の購入、その他の理由で献立を変更する場合がございます

◇栄養価は中学年の値です。低学年は0.9、高学年は1.1を乗じてください。
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基準栄養量　　　　　　　　650(kcal)/ 21.1～32.5(g)

長谷戸小の平均栄養量　　　　654kcal　/　24.7g
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8・９ 月給食献立表
令和4年度 渋谷区立長谷戸小学校

日 献立名
牛
乳

赤の食品の仲間
あか　　しょくひん　　なかま

体を
からだ

つくるもとになる

黄
き

の食品
しょくひん

の仲間
なかま

 

エネルギーのもとになる

緑
みどり

の食品
しょくひん

の仲間
なかま

体の
からだ

調子を
ちょうし

整え
ととの

る

めざせひとくち３０回、よくかんでたべよう！

←かみかみマークがついているこんだては

いつもより、よくかんでたべましょう。

◇８・９月のきゅうしょくもくひょうは

きゅうしょくのきまりをたしかめよう

◇８・９月のえいようもくひょうは

ちょうしょくをしっかりたべよう

ちょうよう せっく

～重陽の節句～


