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牛乳 たまねぎ　ﾋﾟｰﾏﾝ　ﾄﾏﾄ　なす こめ　むぎ　あぶら

ぶたにく　ツナ　たまご にんじん 　ｺｰﾝ　ｷｬﾍﾞﾂ　なし こむぎこ　じゃがいも 900 27.1 24.8 2.6 

ハム きゅうり　にんにく　しょうが ドレッシング　ゼリー

牛乳 ほうれんそう ｴﾘﾝｷﾞ ｺｰﾝ しょうが こめ　

とりにく　みそ　にぼしこ にんじん　こまつな　ながねぎ こめこ　でんぷん 822 33.5 24.9 2.8 

ベーコン　なまあげ だいこん　しめじ　にんにく あぶら　

牛乳 もやし　にんじん　きゅうり こめ　むぎ　ごまあぶら

ぶたにく　とうふ ほうれんそう　たまねぎ　にら むらさきいも　さとう 865 29.7 22.7 2.9 

だいず　みそ　ジョア たけのこ　しいたけ　ながねぎ こむぎこ　ごま　でんぷん

牛乳 キャベツ　にんじん　パセリ パン　

ベーコン　ハム たまねぎ　かぼちゃ　コーン じゃがいも　あぶら 831 25.4 31.2 3.6 

ウィンナー　チーズ トマト　にんにく　りんご マカロニ　ドレッシング

牛乳 こまつな　もやし　にんじん こめ

さけ　のり えのき　たまねぎ　しいたけ さとう　あぶら　 822 31.5 22.2 2.7 

ぶたにく　 しらたき　いんげん　 じゃがいも　

牛乳 だいこん　しめじ　えのき　ほうれんそう こめ　むぎ

とりにく　ベーコン ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ　ｷｬﾍﾞﾂ　たまねぎ　ｾﾛﾘ じゃがいも　ドレッシング 842 28.0 26.2 2.8 

ひよこまめ ｺｰﾝ　にんじん　ﾁﾝｹﾞﾝｻｲ　もやし こむぎこ　ゼリー

牛乳 こまつな　キャベツ　もやし　 こめ

ぶたにく　にぼしこ にんじん　だいこん さとう　　 829 34.2 26.5 2.8 

とうふ　みそ　わかめ ながねぎ　しょうが じゃがいも　ごま

牛乳 いんげん　チンゲンサイ こめ　むぎ　さとう

わかめ　あじ　 ほうれんそう　にんじん こむぎこ　パンこ　あぶら 882 24.9 22.2 2.3 

ツナ　クリームチーズ みかん　パイン　りんご　もも しらたまもち　ゼリー

牛乳　たまご たまねぎ　にんじん　もやし ちゅうかめん　こむぎこ

ぶたにく　なると にら　コーン　こまつな　レモン あぶら　マロニー 844 33.8 20.1 6.1 

ハム　とうふ　すりみ きゅうり　えだまめ　かぼちゃ さとう　ごまあぶら　

牛乳　スキムミルク だいこん　にんじん こめ　あぶら　さとう

さけ　あぶらあげ　とうふ しいたけ　いんげん さといも　こむぎこ 838 28.6 19.8 2.5 

さつまあげ　とうにゅう　みそ たまねぎ　しめじ　こまつな パンこ　じゃがいも

牛乳　ひよこまめ ピーマン　たまねぎ　にんじん こめ　むぎ

ぶたにく　ハム　チーズ ﾏｯｼｭﾙｰﾑ　こんにゃく　ﾊﾟﾌﾟﾘｶ あぶら　こむぎこ 891 40.0 27.5 2.5 

たまご　かまぼこ　だいず きゅうり　キャベツ　トマト さとう　

牛乳 しめじ　ながねぎ　しらたき　しょうが こめ　むぎ

ぶたにく　たら たまねぎ　にんじん　コーン　もやし あぶら　さとう 819 32.2 21.0 3.0 

とうにゅう　かまぼこ ピーマン ほうれんそう いちご じゃがいも　

牛乳 きゅうり　キャベツ　たまねぎ パン　ジャム

とりにく　ウィンナー ｾﾛﾘ　かぶ　ほうれんそう　ｺｰﾝ さとう　あぶら　ごま 889 36.2 34.0 4.2 

かまぼこ　かんてん にんじん　ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ　レモン でんぷん　じゃがいも

牛乳　かつおぶし ピーマン　えのき　たまねぎ　しいたけ こめ

とうふ　みそ　あずき にんじん　ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ　こまつな　えだまめ さとう　こむぎこ 904 31.3 19.0 3.0 

あぶらあげ　にぼしこ コーン　だいこん　こんにゃく さつまいも

牛乳　ゆば えだまめ　にんじん こめ

たまご　とりにく　にぼしこ しょうが　なめこ　にんじん さとう　あぶら 817 39.5 22.9 2.5 

あかうお　とうふ　みそ はくさい　ながねぎ　レモン ゼリー

牛乳　うずらたまご にんじん　たまねぎ こめ　むぎ　あぶら　パンこ

とりにく　みそ キャベツ　しいたけ じゃがいも　こむぎこ 888 32.8 28.5 3.0 

ベーコン　ぶたにく たけのこ　いんげん　コーン さとう　バター　でんぷん

牛乳　かまぼこ　たまご こまつな　はくさい　ごぼう うどん　さとう

だいず　ひじき　ツナ ながねぎ　にんじん　たまねぎ こむぎこ　あぶら 754 30.8 28.2 3.4 

とりにく　あぶらあげ しいたけ　きゅうり　 ﾉﾝｴｯｸﾞﾏﾖﾈｰｽﾞ

牛乳 ﾄﾏﾄ　たまねぎ　にんじん　ｺｰﾝ こめ　あぶら

ぶたにく　みそ かぼちゃ　ﾏｯｼｭﾙｰﾑ　ｷｬﾍﾞﾂ こむぎこ 866 30.1 27.9 2.7 

たまご　とりにく ｶﾘﾌﾗﾜｰ　ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ　きゅうり ごま

牛乳　にぼしこ もやし　ごぼう　だいこん こめ　むぎ　はちみつ

とりにく　ベーコン こんにゃく　ながねぎ　にんじん さとう　あぶら 788 29.8 16.4 3.0 

みそ　ヨーグルト コーン　こまつな　 さといも　でんぷん　

今月の平均栄養素量 846 31.5 24.5 3.0 

830 27.0 18.4 2.5 

検体 セシウム13４ セシウム137 　地産地消 ～41.5 ～27.7 未満

（産地） （検出下限値） （検出下限値） 米    ：南郷・成東地区 なす　  　：九十九里町

なす 検出せず 検出せず もやし：大網白里市 にら      ：蓮沼地区

（九十九里町） (16.9) (13.3) きゅうり  ：九十九里町

トマト 検出せず 検出せず

（九十九里町） (12.7) (9.7)

栄養価

令和４年　  ９月　　予定献立表

日
曜
日

献立名
牛
乳

主　な　材　料　と　働　き

2 金 ○ツナオムレツ

コーンサラダ(ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ)　和梨ゼリー

野菜カレーライス

8

12 月 ○

ごはん

豚肉生姜焼き

ごま和え　豆腐のみそ汁

6

月

○むらさきいももち　もやしナムル

麻婆豆腐　ミニジョア（マスカット）

火

5 ○鶏肉の唐揚げ

ほうれん草ソテー　生揚げのみそ汁

麦ごはん

ごはん

7月1日

たらのカップ焼き

ごしきあえ　豆乳ﾊﾟﾝﾅｺｯﾀ（いちごｿｰｽ）

ミルクロールパン（ブルーベリージャム）

チキンレモンマリネ

○

　※材料の都合により献立を変更することがあります。ご了承ください。

7 水

黒糖パン　コールスロー（ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ）

○じゃがいもとベーコンのグラタン

ミネストローネ　りんごのムース

春雨サラダ　レモンカスタードタルト

火

わかめごはん　　　　《緑海小リクエスト》

○あじクリームチーズフライ

ツナソテー　フルーツ白玉

14 水

醤油ラーメン　　　　《成東小リクエスト》

13

ごはん

○里芋コロッケ　切干大根炒め煮

石狩汁　なめらかプリン

9 金

麦ごはん　シーザーサラダ(ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ)

○うさぎ型ハンバーグおろしソース

ひよこ豆スープ　月見ゼリー

野菜しんじょう

15 木

30 金

麦ごはん

○松風焼　小松菜ソテー

里芋のみそ汁　はちみつヨーグルト

16 金

麦ごはん　キーマカレー

○ハムチーズピカタ

こんにゃくサラダ

20 火

麦ごはん　セルフ豚肉丼

木

ごはん

○鮭の塩焼き

のりあえ　肉じゃが

ポテトソテー　肉団子旨煮

寒天サラダ　ポトフ

29 木

ごはん　ハヤシライス

○パンプキンオムレツ

花野菜サラダ

21

22 木

ごはん　おはぎ

○豆腐バーグ野菜あんかけ

ブロッコリーおかかあえ　さつま芋汁

28 水

五目うどん

○大豆とひじきのかき揚げ

ごぼうサラダ　ミニシュークリーム

　★９月の給食費納入期限は９月３０日です。
　口座振替の方は預金残高をご確認ください。

　★山武市のホームページに、月の献立表と給食の
　写真を毎日掲載しています。レシピも
　掲載していますので、ご覧ください。

検査日

○

○

中学生の
学校給食摂取基準

食材の放射能検査結果

山武市内・山武郡市内産の食材を使っています。

26 月

ごはん　セルフそぼろどん

○赤魚一夜干し

なめこ汁　ひとくちレモンゼリー

水

7月1日

27 火

麦ごはん

○チキンみそカツ


