
 ｶﾛﾘｰ(kcal)

たんぱく質（ｇ）

脂質（ｇ）

食塩相当量（ｇ）

ぶたにく ★ぎゅうにゅう にんにく グリンピース こめ 659 米(コシヒカリ)：四街道
チーズ ヨーグルト しょうが ほうれんそう じゃがいも 22.6 牛乳：千葉
みそ たまねぎ こまつな あぶら 20.2 米粉：国産
のり にんじん えのきたけ さとう 3.0
さば とりにく しょうが だいこん こめ あぶら 634
みそ とうふ にんじん しいたけ さとう こんにゃく 25.2 豚肉：千葉　青森　山形
だいず ★ぎゅうにゅう きゅうり こまつな でんぷん さといも 20.4 鶏肉：岩手  
チーズ ごぼう ねぎ さつまいも 2.5 牛肉：オーストラリア
★たまご ★ぎゅうにゅう きゅうり しょうが うどん じゃがいも 601 ハム：静岡
あぶらあげ にんじん　もやし　パプリカ あぶら 23.1 ベーコン：静岡
とりにく しいたけ みかん さとう 20.1
レバー ★おうとう ★パイン でんぷん 2.1
ぶたにく ★たまご にんにく にら　ねぎ こめ マヨネーズ 624 鯖：長崎
みそ しょうが にんじん あぶら でんぷん 26.2 鯵：長崎
とりにく もやし　たけのこ　しいたけ さとう 22.2 秋刀魚：台湾
★ぎゅうにゅう こまつな たまねぎ ごま 2.6
ヨーグルト ハム にんにく グリンピース パン こむぎこ 679
だいず ★ぎゅうにゅう たまねぎ きゅうり マーガリン あぶら 27.3 れんこん：佐倉
とりにく にんじん さとう 26.3 ほうれんそう：群馬
ひじき マッシュルーム ママレード 2.6 きゅうり：千葉　群馬
とりにく みそ　ツナ しめじ　ほうれんそう　ごぼう こめ こんにゃく 617 しょうが：熊本
あぶらあげ のり にんじん　もやし　だいこん くり ごま 25.5 ながねぎ：青森　北海道
ぶたにく ★ぎゅうにゅう えだまめ ねぎ さとう しらたま 14.7 パプリカ：韓国
とうふ きなこ しょうが こまつな さつまいも 2.2 もやし：栃木
★たまご レンズまめ こまつな　★トマト　にんじん こめ 603 にら：栃木　千葉

ベーコン とりにく パプリカ いんげん あぶら 22.0 だいずもやし：栃木
ハム ★ぎゅうにゅう マッシュルーム キャベツ じゃがいも 17.4 キャベツ：長野　群馬
チーズ プリン たまねぎ ほうれんそう さとう 2.1 にんじん：北海道
おから ぶたにく たまねぎ しめじ こめ あぶら 664 ごぼう：青森
★ぎゅうにゅう とうふ にんじん ねぎ じゃがいも こんにゃく 25.1 だいこん：北海道
とりにく みそ　 ごぼう こまつな こむぎこ さとう 20.5 はくさい：長野
だいず だいこん パンこ ねりごま 1.9 かぼちゃ：北海道
ぎゅうにく だいこん きぬさや こめ さとう 601 セロリー：長野
ぶたにく にんじん ごま あぶら 25.2 チンゲンサイ：千葉　茨城
★ぎゅうにゅう えのきたけ しらたき はるさめ 14.7 たまねぎ：北海道
ヨーグルト ごぼう さといも 2.5
とりにく ★たまご にんじん コーン パン こむぎこ 656
スキムミルク たまねぎ こまつな ジャム マーガリン 24.8 じゃがいも：四街道
★ぎゅうにゅう マッシュルーム キャベツ じゃがいも さとう 22.9
ツナ ブロッコリー なし あぶら 2.3
とりにく ★ぎゅうにゅう しょうが こまつな こめ パンこ 626
★たまご のり ねぎ にんじん あぶら さとう 30.0
あじ たかな ごま 19.7 えのきたけ：長野　埼玉
みそ もやし　 こむぎこ 2.1 しめじ：長野　新潟

かつおぶし とうふ にんにく こまつな こめ でんぷん 615
こうやどうふ あぶらあげ ほうれんそう ねぎ ごま あぶら 31.0
あおのり みそ コーン さとう 20.3
とりにく ★ぎゅうにゅう なめこ はちみつ 2.0
きなこ ★ぎゅうにゅう しょうが　 ほうれんそう パン でんぷん 608
とりにく ねぎ　にんじん こまつな ごま はるさめ 24.9
ひじき しいたけ たまねぎ さとう 22.3
ハム キャベツ オレンジ あぶら 2.5
とりにく みそ かぼちゃ しめじ こめ てんぷらこ 674
ちくわ ★ぎゅうにゅう たまねぎ はくさい じゃがいも あんこ 26.0
あおのり にんじん あぶら 16.2
ぶたにく しょうが さとう 2.3

ぶたにく とりにく しょうが たけのこ こめ あぶら 622
みそ ★ぎゅうにゅう だいこん しいたけ さといも 27.9
ヨーグルト れんこん にんじん こんにゃく 19.2
なまあげ ごぼう きょほう さとう 1.9
ぶたにく ★ぎゅうにゅう マッシュルーム セロリー スパゲティ さとう 627
チーズ にんにく キャベツ あぶら ミックスこ 24.9
とりにく にんじん きゅうり こむぎこ 24.5
とうにゅう たまねぎ　コーン　こまつな マーガリン 2.3
ぶたにく ★ぎゅうにゅう にんじん にんにく こめ 630
とうふ しいたけ しょうが さとう 25.4
みそ たけのこ きゅうり でんぷん 19.1
とりにく たまねぎ キャベツ あぶら 2.0
とりにく ★ぎゅうにゅう にんにく しいたけ パン 660
ヨーグルト しょうが　こまつな　たけのこ ちゅうかめん 33.1
ぶたにく キャベツ　もやし　にんじん あぶら 25.0
なまあげ はくさい　 チンゲンサイ 2.9
さんま　みそ チーズ しょうが ごぼう こめ ごま 628
ぶたにく ★ぎゅうにゅう ねぎ こまつな でんぷん パンこ 31.0
とりにく あぶらあげ にんじん あぶら こんにゃく 27.1
★たまご とうふ だいこん さとう 2.1

※材料名の　　　　（下線）が引いてあるものは四街道産  ※産地については。市場での納入が当日のため、最近の 項目 平均値 基準値

　佐倉産・八街産の食材を使用する予定です。 　 出荷状況及び普段からの取引の実績を考慮しての予定 エネルギー 633kcal 650kcal

※都合により，献立・材料が変更になることがあります。 　 です。 26.4g 21～32g

※１６日の「けいはん」は、市内統一メニューです。 　 また、出荷制限や出荷禁止となった食品について 16.7% 13～20%

◎９月は『弁当の日』に向けて、セルフおにぎり、 　 は、市場に出回りません。 20.7g 14～21g

　セルフサンドを作ってもらいます。お楽しみに！ 29.4% 20～30%

食塩相当量 2.3g 2g未満

ひやしうどん　げんきのでるレバー
サイダーポンチ

ビビンバ（ごはん）　とりキムチあげ
にらたまスープ

ヨーグルトトースト　チリコンカン
ひじきのマリネ

こまつなピラフ　じゃがいものチーズに
レンズまめとトマトのスープ　プリン

産地情報

梨：千葉

さつまいも：千葉

オレンジ：アメリカ
巨峰：山梨　長野

(水)

お　　も　　な　　ざ　　い　　り　　ょ　　う　　と　　そ　　の　　は　　た　　ら　　き　牛
乳

こ　　ん　　だ　　て　　め　　い日　付

からだをつくるもとになる からだのちょうしをととのえる

23 (金)

26 (月)

(金)

(火)
スパゲティ　ミートソース
チキンサラダ　こまつなケーキ

ごはん　いりどり
ゼリーフライ　ごまみそしる

(木)
コッペパン　いちごジャム　コーンクリームシチュー
こまつなとにんじんのイタリアンサラダ　なし

セルフおにぎり（ゆかりごはん）　さわにわん
ぎゅうにくとだいこんのにもの　ヨーグルト

(月)

7

6

12

2 (金)

(火)

(月)

8

9

(火)

5

四街道市立和良比小学校令和４年度

(水)

(木)

エネルギーになる

ふきよせごはん　ほうれんそうののりすあえ
さつまいものとんじる　おつきみだんご

むぎごはん　ポークカレー
ポパイサラダ　ヨーグルト

ごはん　さばのみそに　
あげだいずサラダ　けんちんじる

(金)

14

16

(水)

13

15

19 (月)

20

(金)

(火)

28

ごはん　ちくわのいそべあげ　そぼろに
はくさいとぶたにくのみそしる　おはぎ

22

27

21 (水)

(木)

30

９月　よていこんだてひょう

29 (木)
セルフサンド（タンドリーチキン・やきそば）
なまあげのスープ

ごまきなこあげパン　にくだんごスープ
てつちょきんサラダ　オレンジ

＊＊＊  しゅうぶんのひ  ＊＊＊

脂質

けいはん　アジフライ
やさいのみそごまあえ

たんぱく質

セルフおにぎり（てづくりふりかけ）　ほうれんそうサラダ
ハニーマスタードチキン　とうふとなめこのみそしる

さんまごはん　つくねむし
たぬきじる

ごはん　ポークみそふうみやき
あきのさちにしめ　きょほう

ごはん　ちんさんのマーボーどうふ
バンバンジーサラダ　あんにんプリン

さといも：宮崎　千葉

＊＊＊  けいろうのひ  ＊＊＊

★こんげつの きゅうしょくもくひょう★

しょくごの きゅうようを とろう

ラップをひろげて、
すきなかたちに
おにぎりを
つくって
みましょう！

じゅうごや
メニュー

～きゅうしょくしつからのおしらせ～
７がつのえほんにでてくるたべものは、「こまったさんのサラダ」でした。としょしつで、

「こまったさんのサラダ」の本をみつけることができましたか。このほんはシリーズはいろい
ろなたべもののなまえがでてきます。ほんをよんでいると、なんだかたべたくなりますよね。

さて、２がっきは「げつようびになにたべる？」から、それぞれのようびにとうじょうする
たべものでつくりました。ほんをひらいてさがしてみてください。

こんどは、ふりかけ
をぐとしていれたり
まわりにまぶしたり
まぜてりして、
おにぎりをつくって
みましょう！

🐟さんまのひ🐟
☆しゅんのさかなを

たべよう！

運動会の練習が

始まります。しっ

かり朝食をとって

登校しましょう。

パンのきれめにはさみ
「チキンサンド」や
「やきそばサンド」を
つくってみましょう！
はんぶんにわけて、
はさんでもgood！


