
 

酒々井町学校給食センター
【中学校】  
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ヒレカツ 牛乳 米 玉ねぎ　にんじん

4 火 麦ごはん ○ ポークカレー 冷凍 豚肉 小麦粉　砂糖 グリンピース　にんにく 912 30.8
みかん じゃがいも しょうが　みかん

鯖の味噌煮 牛乳 米 ほうれん草　えのき

5 水 ごはん ○ ほうれん草和風サラダ すだち 鯖　鶏肉 里芋 にんじん　ごぼう　ねぎ 862 31.8
ふりかけ けんちん汁 ゼリー 豆腐　味噌 砂糖　油 大根　小松菜

煮込み風ハンバーグ 牛乳 パン　 玉ねぎ　にんじん

6 木 バンズパン ○ 粉ふきいも プチダノン 豚肉　鶏肉 砂糖　油 キャベツ　パセリ 779 31.5
キャベツとベーコンスープ ベーコン　チーズ じゃがいも マッシュルーム

えびの水晶包み　2ｹ 牛乳 米 ほうれん草　にんじん

7 金 ごはん ○ もやしナムル なし 豚肉　えび 砂糖　油 もやし　しいたけ　ニラ 855 33.1
マーボードウフ 豆腐　味噌 ごま にんにく　しょうが　なし

10 月 振　替　休　日

給食費口座振替日（千葉銀行）
肉団子　2ｹ 牛乳 焼きそば 玉ねぎ　にんじん

11 火 五目焼きそば ○ 枝豆 原宿 豚肉　イカ 油 キャベツ　ピーマン 784 33.8
ドック えび　

給食費口座振替日（京葉銀行・ＪＡ成田市・郵便局）
ほき磯辺フライ（ソース） 牛乳 米 にんじん　大根　ねぎ

12 水 ごはん ○ 切干大根の煮物 冷凍 ほき　豆腐　味噌 砂糖　油 なめこ　小松菜 823 29.7
なめこ汁 アップル 油揚げ いんげん　りんご

揚げ出し豆腐あんかけ 牛乳 米　澱粉 玉ねぎ　にんじん

13 木 わかめごはん ○ 即席漬け グミ 豆腐　 砂糖　油 しいたけ　えのき　いんげん 869 28.7
肉じゃが 豚肉 じゃがいも キャベツ　大根

ハムチーズピカタ 牛乳　ナルト パン　 アスパラガス　キャベツ

14 金 シナモン揚げパン ○ アスパラサラダ（ドレッシング） もも 卵　チーズ　 砂糖　油 コーン　小松菜　ねぎ 760 31.3
ラビオリスープ ヨーグルト ハム　ぶたにく 小麦粉　 にんじん　しいたけ

鰆の梅味噌焼き 牛乳　鰆 米　砂糖 ほうれん草　にんじん

18 火 ごはん ○ おひたし スティック イカ　ちくわ 油 もやし　大根 844 39.1
イカと野菜の煮物 マロン 味噌 里いも しいたけ　いんげん

イカのマリネ 牛乳　イカ 米　澱粉 ブロッコリー　コーン

19 水 カレーピラフ ○ ゆでブロッコリー（マヨネーズ） セノビー ベーコン　とりにく 砂糖　油 玉ねぎ　にんじん 857 32.4
イタリアンスープ ゼリー 卵　チーズ　 じゃがいも マッシュルーム　小松菜

皿うどんの具 牛乳 チャーメン　 にんじん　しいたけ

20 木 チャーメン ○ チヂミ 白玉 豚肉　イカ　えび 油 もやし　キャベツ 815 32.4
フルーツ 澱粉　小麦粉 チンゲンサイ　バナナ　もも

給食費口座再振替日（千葉銀行）
豚肉のカレー焼き 牛乳 米 にんじん　いんげん

21 金 ごはん ● じゃがいもの揚げ煮 豚肉　豆腐 砂糖　油 だいこん　小松菜 876 32.1
ｺｰﾋｰ 五目汁 じゃがいも ごぼう　ねぎ　にんにく

25 火 お月見　献立 799 34.1

給食費口座再振替日（京葉銀行・ＪＡ成田市・郵便局）
ヤムチャしゅうまい　2ｹ 牛乳　 米 もやし　キャベツ　ねぎ

26 水 ごはん ○ 春雨サラダ 巨峰 豚肉　生揚げ 砂糖　油 にんじん　玉ねぎ 902 33.3
ジャジャンドウフ 2ｹ 味噌 春雨 しいたけ　たけのこ　ぶどう

鮭の洋風焼き 牛乳 パン　油 にんじん　玉ねぎ

27 木 黒糖食パン ○ プチトマト　2ｹ ピーチ 鮭　豚肉 バター　小麦粉 グリンピース　にんにく 907 39.2
レモンハニー ポークビーンズシチュー ゼリー いんげん豆 じゃがいも プチトマト　しょうが

鶏肉のねぎソースがけ　2ｹ 牛乳　鶏肉 米　澱粉 ブロッコリー　カリフラワー

28 金 ごはん ○ 花野菜のサラダ（マヨネーズ） 焼き 味噌 砂糖　油 大根　小松菜 890 37.2
じゃがいもとわかめの味噌汁 プリン 卵　チーズ　 じゃがいも にんじん　しょうが
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今月の酒々井産

お米はいつも
酒々井産コシヒカリ
一等米！

　2学期が始まりました。体がまだ慣れず、夏のつかれが
でている人もいるのではないでしょうか。
　日ごろ次のことを心がけ、勉強に、そして運動会の練習と、
がんばりましょう！

　夜は早く寝て、
1日のつかれを
とりましょう。

　おいしく朝ごはんを
食べるために、また、
ゆとりをもって出かける
準備をするためにも
早起きしましょう。

　朝ごはんは1日の元気の
源です。
　バランスのとれた朝ごは
んをしっかり食べて、笑顔
いっぱい活動しましょう。

なし

酒々井産

きのこごはん　　牛乳　　木の葉　2色天ぷら
いんげんのごまあえ　　すまし汁　　月見団子




