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④かぼちゃの

みそしる
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⑤ぶどう
④ヨーグルト

④キャベツ＆マイティソース

①バーガーパン

月 火 水 木 金

③ミートスパゲ
ティ

①クロワッサン
①しんまい
ごはん

８月３１日は，野菜の日！

ラ
ン
チ
ョ
ン
マ
ッ
ト
を
じ
ゅ
ん
び
し
ま
し
ょ
う

。

③にんじん，たまねぎ，パセリ，
ﾏｯｼｭﾙｰﾑ④キャベツ，ほうれんそ
う，コーン

③にがうり④かぼちゃ，キャベツ，
もやし，はねぎ，えのきたけ

643/22.2
えいようか

エネルギーKcal/たん白質ｇ エネルギーKcal/たん白質ｇ

２がっきのスタートは、スパゲティで！
やさいもたべて、からだのちょうしをと
とのえよう！

こ
ん
だ
て
め
い

④ｷｬﾍﾞﾂとほうれんそうのソテー ③ぶたにくとゴーヤのあげに

かごしまのおいしいしんまい「なつほの
か」でたいたごはんです。ゴーヤはあげ
るとたべやすくなり、ぶたにくとのあい
しょうもバッチリ！ごはんがすすむ！

使
用
食
品

体を作る
もとになる
もの

②ぎゅうにゅう③ぎゅうにく，ぶた
にく，だいず，ﾁｰｽﾞ，スキムミルク
④ウィンナー

②ぎゅうにゅう③ぶたにく④あぶ
らあげ，わかめ

体の調子
をととのえ
るもの

調味料

③ｹﾁｬｯﾌﾟ，ﾄﾏﾄﾋﾟｭｰﾚ，ｳｽﾀｰｿｰ
ｽ，ﾃﾞﾐｸﾞﾗｽｿｰｽ，こいくちしょう
ゆ，あかワイン④うすくちしょうゆ
③④しお，こしょう，おろしにんにく

③こいくちしょうゆ，みりん，さけ，
おろししょうが，ねりうめ④にぼし
だし，むぎみそ

ねつや力
のもとに
なるもの

始業式
しぎょうしき

①クロワッサン③スパゲティ，さん
おんとう③④オリーブオイル

①こめ③こむぎこ，でんぷん，ざ
らめ，ごま，あぶら

使
用
食
品

体を作る
もとになる
もの

②ぎゅうにゅう③ぶたにく，あつあ
げ，うずらたまご，タコボール（タ
コ，タラ）④にぼし，こんぶ，かつ
おぶし

②ぎゅうにゅう③とりにく，ぶたに
く⑤ベーコン

②ぎゅうにゅう①とりにく，あぶら
あげ③かんぱち，あつあげ④ヨー
グルト

②ぎゅうにゅう③ぶたにく，だい
ず，ﾁｰｽﾞ，スキムミルク④ひじき

ねつや力
のもとに
なるもの

①こめ③じゃがいも，こんにゃく，
ざらめ④さんおんとう，ごま③④
あぶら③タコボール（でんぷん，
じょうはくとう）

①ﾊﾞｰｶﾞｰﾊﾟﾝ③あぶら，でんぷ
ん，パンこ，こめこ，じょうはくとう
④ﾏｲﾃｨｿｰｽ（じょうはくとう）⑤じゃ
がいも，ﾏｶﾛﾆ，ｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ

①こめ，もちごめ，くり，あぶら，さ
んおんとう③じゃがいも

①バター，パン③じゃがいも，あ
ぶら④ごまあぶら，アーモンド③
④さんおんとう

こ
ん
だ
て
め
い

④てつじんサラダ ③モリモリマーボなす

①しんまい
ごはん

あきのくだもの、ぶどう。ひとつぶずつ
かわをむいて、よくかんでたべよう！

ﾊﾞｰｶﾞｰﾊﾟﾝは、だいにんき！カラフルな
やさいがたっぷりはいったメンチカツを
はさんでたべましょう！

ひさしぶりのたきこみごはん！きのこや
くりがはいった、あきのみかくバージョ
ンです。きゅうしょくしつのおおきなな
べでたきますよ！

ざんしょがきびしい9がつです。ひじき
のてつぶんをしっかりとって、なつバテ
かいしょうしましょう！

「あきなすは、〇○にくわすな」という
ことわざもあるほど、おいしいなす！い
ろいろなりょうりがありますが、マーボ
ナスにします。ほどよいピリカラあじで
すよ。

④ホワイホタン

677/25.6

①あきのたきこ
みごはん

③かんぱちのみ
そしる

③
ポークビーンズ

①むぎごはん
③とうがんの
みそに

④こざかなのつくだに

①バターパン⑤ABCスープ

③いろどりやさいのメンチカツ

①こめ，むぎ③さんおんとう④は
るさめ③④さんおんとう，ごまあ
ぶら，でんぷん

調味料

③さばぶしだし，むぎみそ，さけ
④す③④こいくちしょうゆ，みりん
③タコボール（しお，こしょう）

④マイティソース（す，しお，こしょ
う）③こいくちしょうゆ③⑤しお，こ
しょう⑤トリガラスープ，うすくち
しょうゆ

①うすくちしょうゆ，こいくちしょう
ゆ，ｵｲｽﾀｰｿｰｽ，しお③むぎみ
そ，にぼしだし①③さけ

③トリガラスープ，ｹﾁｬｯﾌﾟ，ﾄﾏﾄ
ﾋﾟｭｰﾚ，こいくちしょうゆ，みりん，
ｳｽﾀｰｿｰｽ，こしょう④うすくちしょ
うゆ，りんごす，す③④しお

③ｵｲｽﾀｰｿｰｽ，ﾃﾝﾒﾝｼﾞｬﾝ，あかみそ，
こいくちしょうゆ，ﾄｳﾊﾞﾝｼﾞｬﾝ，おろしに
んにく，おろししょうが④うすくちしょう
ゆ③④ﾄﾘｶﾞﾗｽｰﾌﾟ，さけ，しお，こしょう

②ぎゅうにゅう③ぶたにく，あつあ
げ④ベーコン，けいらん

体の調子
をととのえ
るもの

③にんじん，とうがん，いんげん
⑤ぶどう

③えだまめ，コーン⑤レタス，セロ
リ，パセリ③⑤にんじん，たまね
ぎ③④キャベツ④ﾏｲﾃｨｿｰｽ（りん
ご，トマト，たまねぎ，にんじん）

①ごぼう，たけのこ，しめじ，しい
たけ，えだまめ③はくさい，だいこ
ん，ふかねぎ①③にんじん

③たまねぎ，えだまめ④きりぼし
だいこん，きゅうり③④にんじん

③たけのこ，ふかねぎ，しいた
け，ニラ④きくらげ，チンゲンサ
イ，レタス③④にんじん，たまね
ぎ

677/24.4
えいようか

エネルギーKcal/たん白質ｇ エネルギーKcal/たん白質ｇ エネルギーKcal/たん白質ｇ エネルギーKcal/たん白質ｇ エネルギーKcal/たん白質ｇ

696/30.1 615/23.9 610/26.0 658/28.4

令和３年

＊ざいりょうのつごうにより、こんだてがへんこうになることがあります。

たべたものがみんなの

からだをつくるよ！

９月の給食目標

「すききらいをしないで

なんでも食べよう」

〇 その日のこんだてに使用する食品名を書いています。食物アレルギー等で対応が必要な場合は，確認してください。

また，食物アレルギー等で，加工食品の成分や原材料の使用量などくわしい資料が必要な方は，学校へお申し出ください。

夏休み明けの生活リズムをととのえましょう！

早起きと朝ごはんで、体のスイッチオン！

いよいよ２学期がはじまります。夏休みの生活リズムから，学校モードに切

りかえるためには、早く寝て，朝早くおきること、そして，朝ごはんを食べるこ

とがたいせつです！

めんえき力を高め、元気にすごせるように，生活リズムをととのえましょう！

９月～１０月まで、給食のお米の品種が，とれたての早期米「なつほのか」に

なります。 暑さに強い品種で，つぶが大きく、光沢があり，ほどよいねばり

があります。県内の農家の方が手塩にかけて育ててくれました。おいしくいただ

きましょう！

ゆでたり炒めたり，電子レンジで

加熱したりすることで，野菜のか

さがへり，たくさん食べることがで

きます。

野菜には，体の調子を整えるビ

タミンがいっぱい！また，食物せ

んいが豊富で、腸内環境を整え、

血圧を下げる働きもあります。

野菜を料理に加えると、かむ回

数が増えて、満腹感が増します。さ

らに，エネルギーのとりすぎにはな

りにくい食品です。また，季節感も

たのしむことができますよ！

給食の時間は、『黙食（もくしょく）』を！！

新型コロナウイルス感染症の収束がみられない中、給食の時間は、これまで

以上に気を付けなければならないことがあります。感染を防ぐためには、手洗

いや消毒のほかに、特に、給食を食べるときは、「おしゃべりをしないで食べる」

ことがとても大切です。

一人ひとりが、「食べる前と食べた後は、マスクをつける！」「食べるとき

はおしゃべりをしない！」ことを意識して

給食の時間をすごしましょう！

【おうちの方へ】 ランチョンマットの準備をお願いします！

新型コロナウイルスの感染予防対策のひとつとして、各自ランチョンマットを持参してもらうこ

とになりました。大きめのハンカチでも構いませんので，毎日準備をお願いします。

学期初めの慌ただしい中申し訳ありませんが、ご理解の上、ご協力いただきますよう、よろしく

お願いします。

鹿児島県産 新米「なつほのか」



13 　②牛乳 14 　　②牛乳 15 ②牛乳 16 ②牛乳 17 ②牛乳

⑤なし ④アップルドレッシングサラダ ③さんまのおかかに
③ごもくきんぴら ④きゅうりのしょうがじょうゆあえ

⑤ごまもやし

①ﾁｰｽﾞパン

20 21 ②牛乳 22 ②牛乳 23 24 ②牛乳

⑤おつきみ

③カンパチのくろずｿｰｽ

④そえやさい

27 ②牛乳 28 ②牛乳 29 ②牛乳 30 ②牛乳

④ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
④フルーツポンチ ⑤ハニーﾏｽﾀｰﾄﾞチキン ③ぶたにくのしょうがいため ③とうふのちゅうかいため

③キャベツ，グリンピース，しいた
け④はくさい，チンゲンサイ，もや
し，きくらげ③④にんじん，たまね
ぎ⑤りんご

④キャベツ⑤にんじん，とうがん，
こまつな，えのきたけ

③にんじん，たまねぎ，えだまめ
④キャベツ，ブロッコリー，あか
ピーマン

使
用
食
品

主に体の
調子をと
とのえる
もの

①はくさい，えだまめ③ﾁﾝｹﾞﾝｻｲ，ｺｰ
ﾝ，きくらげ，たけのこ③④にんじん，
たまねぎ④ﾊﾟｲﾝ，おうとう，りんごか
じゅう，ぶどうかじゅう，りんご，ｱｾﾛﾗ

④ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ⑤にんじん，たまね
ぎ，セロリ，レタス，パセリ，コーン

③たまねぎ，ピーマン，キャベツ
④だいこん，こまつな，えのきた
け③④にんじん

③ちゅうか
コーンスープ

①キムチ
チャーハン

        かごしまカンパチの日！
こんかいは、かごしまのくろずをつかっ
たふうみゆたかなたれであじわいましょ
う！

⑤こめこのク
リームスープ①しょくパン

④アサリの
　　みそしる

①むぎごはん ①かぼちゃパン ④とうがんの
スープ

いただきます！

おいしいカンパチ

えいようか
エネルギーKcal/たん白質ｇ エネルギーKcal/たん白質ｇ エネルギーKcal/たん白質ｇ エネルギーKcal/たん白質ｇ

669/24.2 698/29.4 619/23.6 619/26.0

主に体を作
るもとにな
るもの

②ぎゅうにゅう①ぶたにく，やきぶ
た③けいらん，ｵｰｼｬﾝｷﾝｸﾞ（タラ，
ホキ），とうふ

②⑤ぎゅうにゅう③とりにく⑤ﾍﾞｰ
ｺﾝ，ｽｷﾑﾐﾙｸ，ﾁｰｽﾞ，しろはなま
め，しろいんげんまめ，とうにゅう

②ぎゅうにゅう③ぶたにく④アサ
リ，あぶらあげ

②ぎゅうにゅう③ぶたにく，とう
ふ，だいず④ベーコン

調味料
その他

①ﾄｳﾊﾞﾝｼﾞｬﾝ，おろしにんにく，こいくち
しょうゆ③ﾄﾘｶﾞﾗｽｰﾌﾟ①③うすくちしょう
ゆ，さけ，しお，こしょう④ゲルかざい

③つぶﾏｽﾀｰﾄﾞ，りんごす，おろし
にんにく⑤ﾄﾘｶﾞﾗｽｰﾌﾟ③④⑤うす
くちしょうゆ③⑤しお，こしょう

③こいくちしょうゆ，うすくちしょう
ゆ，みりん，しお，こしょう④にぼ
しだし，むぎみそ③④さけ

③ｹﾁｬｯﾌﾟ，こいくちしょうゆ，ｵｲｽ
ﾀｰｿｰｽ，ﾁﾘﾊﾟｳﾀﾞｰ，ﾊﾟﾌﾟﾘｶ，ﾄｳﾊﾞ
ﾝｼﾞｬﾝ，おろしにんにく，おろししょ
うが④うすくちしょうゆ③④ﾄﾘｶﾞﾗ
ｽｰﾌﾟ，しお，こしょう

主にエネル
ギーのもと
になるもの

①こめ，ごま③でんぷん①③ごま
あぶら④ナタデココ，タピオカ

①しょくパン③ｶｼｭｰﾅｯﾂ，でんぷ
ん，あぶら，はちみつ，さんおんと
う⑤じゃがいも，こめこ④⑤あぶ
ら③ｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ③⑤こむぎこ

①こめ，むぎ③さんおんとう，あ
ぶら，でんぷん④じゃがいも

主にｴﾈﾙ
ｷﾞｰのもと
になるも
の

敬老
けい　ろう

の日
ひ

①くろざとうパン③さんおんとう，
あぶら④ビーフン，ごまあぶら⑤
みずあめ，じょうはくとう

①こめ，むぎ③こむぎこ，でんぷ
ん，さんおんとう，くろざとう

秋分
しゅうぶん

の日
ひ

①こめ，むぎ③じゃがいも，こむ
ぎこ，にゅうぬきﾏｰｶﾞﾘﾝ，あぶら
④ｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ，さんおんとう，こん
にゃく

こ
ん
だ
て
め
い

しょくよくがないときも、キムチのふう
みでもりもりたべられるキムチャーハン
です。フルーツポンチには、タピオカも
ちょっぴりはいっています。

なまえのとおり、はちみつとつぶマス
タードのソースでチキンをあじつけしま
す。カシューナッツといっしょにたべる
と、さらにこうばしくあまくておいしい
ですよ。

とうがんは、どんなりょうりにもあうや
さいです。ちゅうかふうのあじつけをし
たスープでどうぞ！ビタミンCもおおい
よ！

エネルギーKcal/たん白質ｇ

640/25.8 670/26.6

③みりん④トリガラスープ③④う
すくちしょうゆ，しお，こしょう⑤ゲ
ルかざい

③ｹﾁｬｯﾌﾟ，りんごす，くろず，みり
ん，こいくちしょうゆ，ガーリック，
さけ，しお⑤にぼしだし，むぎみそ

③ｶﾚｰこ，ｱﾚﾙｹﾞﾝﾌﾘｰｶﾚｰﾙｳ，あかﾜｲ
ﾝ，ﾁｬﾂﾈ，おろしにんにく，おろししょう
が，ｳｽﾀｰｿｰｽ，こいくちしょうゆ，ﾄﾘｶﾞﾗ
ｽｰﾌﾟ，ｱｯﾌﾟﾙｿｰｽ④くろず，りんごす，
うすくちしょうゆ③④しお

こ
ん
だ
て
め
い きょうは十五夜です。

まんまるおつきさま
見ること
できるかな？

にくといっしょにやさいもたっぷりたべ
られる、しょうがいためです。しょうが
のちからで、しんちんたいしゃもたかま
ります。

カレーにひよこまめは、インドではてい
ばんのくみあわせです。たんぱくしつが
おおいひよこまめは、からだをつくるも
とになりますよ。

使
用
食
品

主に体を作
るもとにな
るもの

②ぎゅうにゅう③とりにく，ウィン
ナー，こうやどうふ，けいらん④
ｵｰｼｬﾝｷﾝｸﾞ（タラ，ホキ）

②ぎゅうにゅう③かんぱち⑤わか
め，あぶらあげ

②ぎゅうにゅう③とりにく，ひよこ
まめ，ヨーグルト，ﾁｰｽﾞ

主に体の
調子をと
とのえる
もの

736/25.5
えいようか

エネルギーKcal/たん白質ｇ エネルギーKcal/たん白質ｇ

調味料
その他

えいようか
エネルギーKcal/たん白質ｇ エネルギーKcal/たん白質ｇ エネルギーKcal/たん白質ｇ エネルギーKcal/たん白質ｇ エネルギーKcal/たん白質ｇ

640/22.6

主にエネ
ルギーの
もとになる
もの

使
用
食
品

主に体を
作るもと
になるも
の

②ぎゅうにゅう③ぶたにく，ちく
わ，あつあげ④しらすぼし，ひじき

②ぎゅうにゅう①チーズ③とりに
く，あぶらあげ④ぶたにく

②ぎゅうにゅう③ぶたにく，さつま
あげ④あぶらあげ

②③ぎゅうにゅう③とりにく，ウィ
ンナー，しろはなまめ，しろいんげ
んまめ，とうにゅう，ｽｷﾑﾐﾙｸ，
チーズ

②ぎゅうにゅう③さんま，かつお
ぶし⑤ぶたにく，あぶらあげ

主に体の
調子をと
とのえる
もの

③にんじん，キヌサヤ，ごぼう，た
けのこ⑤なし

こ
ん
だ
て
め
い

くだもののしゅるいで、きせつをかんじ
ますね。なしのひんしゅは。じきによっ
てかわりますね。おこのみのひんしゅが
ありますか？

みんながすきなはるまきとカレーうどん
ですが、じつは、ごまもやしもひそかな
にんきメニュー！おうちでもつくれま
す！

ごぼうは、しょくもつせんいがおおいや
さいですよね。おなかのちょうしをとと
のえるので、たっぷりあじわいましょ
う。

③こいくちしょうゆ，うすくちしょう
ゆ，みりん，さけ，とうがらし④に
ぼしだし，むぎみそ

月 火 水 木 金

④ミニはるまき

③チキン
　　クリームに

①むぎごはん

やさいをたくさんたべてほしいので、ド
レッシングにもひとくふう。りんごのや
さしいあまみでまほうをかけます。

わしょくをあじわおう！ごはんとみ
そしるとおかずが、わしょくのていば
ん！きょうは、しゅんのさんまとぐだく
さんのぶたじるをどうぞ！

③えのきたけ，はねぎ④しいたけ
③④にんじん，たまねぎ⑤もやし

④ひじきのつくだに

①しんまい
ごはん

③さつまいもの
にもの

③わふう
カレーうどん

①しょくパン&ﾒｰ
ﾌﾟﾙｾﾞﾘｰ

①しんまいごはん ⑤ぶたじる
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④キャベツのみ
そしる

調味料
その他

③さばぶしだし，おろししょうが④
みりん③④うすくちしょうゆ，こいく
ちしょうゆ，さけ

③さばぶしだし，こいくちしょうゆ，
おろししょうが，みりん，カレーこ，
こしょう④とうがらし③⑤うすくち
しょうゆ，しお

①こめ③さつまいも，こんにゃく，
ざらめ，あぶら④さんおんとう，ご
ま

①パン③うどん，でんぷん④はる
さめ，こむぎこ，こめこ，さとう③
④あぶら⑤ごまあぶら，ごま

①こめ，むぎ③こんにゃく，さんお
んとう，あぶら，ごまあぶら，ごま
④じゃがいも

①しょくパン，ﾒｰﾌﾟﾙｾﾞﾘｰ③じゃが
いも，こむぎこ，にゅうぬきﾏｰｶﾞﾘ
ﾝ④さんおんとう，はちみつ③④
あぶら

①こめ③じょうはくとう，でんぷん
④ごま⑤さといも，こんにゃく，あ
ぶら

③ﾄﾘｶﾞﾗｽｰﾌﾟ，しろﾜｲﾝ，こしょう，
おろしにんにく④ｱｯﾌﾟﾙｿｰｽ，りん
ごす③④うすくちしょうゆ，しお

③こいくちしょうゆ④うすくちしょう
ゆ③④みりん⑤むぎみそ，さけ④
⑤さばぶしだし，おろししょうが

③ごぼう，えだまめ④キャベツ，も
やし，はねぎ，えのきたけ③④に
んじん

③にんじん，たまねぎ，しめじ，チ
ンゲンサイ④きゅうり，ブロッコ
リー，あかピーマン，コーン

④きゅうり⑤にんじん，だいこん，
ごぼう，だいずもやし，はねぎ

668/25.3 605/22.4 650/27.6

①バター，パン③ごまあぶら，で
んぷん，さんおんとう

ゼリー

①かぼちゃ③ふかねぎ，しいた
け，れんこん，えだまめ④とうが
ん，キャベツ，チンゲンサイ，コー
ン③④にんじん，たまねぎ

①しんまいごはん

643/25.8

④ビーフンスープ①くろざとうパン

④こんにゃくサラダ

③こうやどうふのたまごとじ

③チキンとひよ
こまめのカレー

①むぎごはん
⑤とうがんの
みそしる

令和３年

＊ざいりょうのつごうにより、こんだてがへんこうになることがあります。

今年度, ６月と７月に引

き続き９月も２回、カンパ

チを無償で提供していた

だけることになりました。

県漁連やカンパチの養

殖をされている関係者の

みなさんに感謝して、お

いしく味わえるようにした

いと思います。

お楽しみに！

【かごしまのブランドカン

パチ】

「海の桜勘」

「辺塚だいだいカンパチ」、

「かのやカンパチ」 「いぶ

すきカンパチ」

「ねじめ黄金カンパチ」


