
栖本学校給食センター　担当：池田（TEL:0969-54-5333）

赤 黄 緑 エネル
ギー たんぱく質

主に体の組織をつくる 主にエネルギーになる 主に体の調子を整える
（kcal) (ｇ)

すまし汁 ぎゅうにゅう　かまぼこ こめ　むぎ　さとう　ごま たまねぎ にんじん わかめ ねぎ

しょうが焼き とうふ　ぶたにく　 しいたけ えのきたけ　ゆかり 782.0 32.8

ゆかり和え （かつお・こんぶ） しょうが きゅうり キャベツ

ミネストローネ ぎゅうにゅう　かまぼこ　きなこ パン　さとう　あぶら にんじん たまねぎ キャベツ

ごぼうサラダ ベーコン　ツナ じゃがいも　マカロニ トマト パセリ にんにく ごぼう 812.0 27.6

ごま

スナップエンドウサラダ ぎゅうにゅう　ぶたにく こめ　むぎ　さとう　あぶら たまねぎ にんじん グリンピース

ハム じゃがいも マッシュルーム きゅうり 823.0 24.2

キャベツ スナップえんどう

五目汁 ぎゅうにゅう　とりにく こめ　むぎ　ごま　さとう にんじん しいたけ ねぎ

いわし甘露煮 あつあげ　だいず　さきいか こんにゃく きゅうり キャベツ 780.0 50.5

するめ和え いわし　（にぼし）

野菜スープ ぎゅうにゅう　ベーコン パン　バター　はちみつ　さとう たまねぎ にんじん キャベツ

枝豆サラダ えだまめ　ちくわ じゃがいも おさつスティック きゅうり 815.0 20.6

おさつスティック

豆腐とわかめのみそ汁 ぎゅうにゅう　とうふ　あげ こめ　こむぎこ　ごま にんじん たまねぎ えのきたけ

かみかみあげ たまご　さきいか　みそ さとう しいたけ ねぎ わかめ ごぼう 846.0 24.1

ごま酢あえ （にぼし） きゅうり キャベツ

ふわふわスープ ぎゅうにゅう　ベーコン　たまご パン　じゃがいも　パンこ にんじん たまねぎ パセリ

根菜入りメンチカツ チーズ　ぶたにく あぶら　とうもろこし 810.0 32.1

とうもろこし

もずくスープ ぎゅうにゅう　だいず　ちりめん こめ　むぎ　ごま　あぶら たかなづけ たまねぎ

かみかみサラダ とりにく　とうふ　ちくわ さとう にんじん もずく ねぎ きゅうり 750.0 29.5

しらす　だいず　（にぼし） キャベツ

春雨スープ ぎゅうにゅう　ぶたにく　だいず こめ　むぎ　はるさめ たまねぎ にんじん グリンピース

米粉入り春巻 かまぼこ ごまあぶら　あぶら　さとう にんにく しょうが きくらげ 814.0 29.2

そえやさい キャベツ ねぎ もやし

ミルクスープ ぎゅうにゅう　ぶたにく　だいず パン　こめこ　あぶら たまねぎ にんじん ピーマン

ジャーマンポテト ベーコン　 じゃがいも キャベツ コーン　パセリ 834.0 32.5

あおさのみそ汁 ぎゅうにゅう　あげ　とうふ こめ　むぎ　かたくりこ あおさ にんじん しめじ ねぎ

れんこん入り鶏つくね ちくわ みそ　とりにく さとう　でんぷん　ピーナッツ たまねぎ れんこん いんげん 820.0 35.2

いんげんのピーナッツ和え （にぼし） もやし

押し包丁 ぎゅうにゅう　とりにく　あげ パン　こむぎこ　さとう たまねぎ だいこん にんじん

キャロットサラダ ちくわ ツナ あぶら　 しいたけ ねぎ キャベツ 760.0 27.9

（にぼし） コーン

アスパラソテー ぎゅうにゅう　ぶたにく こめ　むぎ　バター たまねぎ にんじん にんにく

甘夏ゼリー だいず　ベーコン じゃがいも さとう アスパラガス もやし あまなつ 822.0 24.0

コーン みかんかじゅう　アガー

めかたま汁 ぎゅうにゅう　たまご　とうふ こめ　むぎ　さとう たまねぎ にんじん ねぎ わかめ

さばのソース煮 さば　かまぼこ でんぷん　ごまあぶら しょうが きゅうり もやし 775.0 33.3

もやしの中華あえ （かつお・こんぶ） きくらげ

ウインナースープ ぎゅうにゅう　ウインナー パン　マカロニ　あぶら キャベツ　たまねぎ にんじん

じゃがいものミートソース焼き ぎゅうにく　ぶたにく じゃがいも　さとう 862.0 26.3

いちごジャム だいず　チーズ いちごジャム

なすのみそ汁 ぎゅうにゅう　とりにく こめ　むぎ　でんぷん にんじん たまねぎ ねぎ

魚の甘酢あんかけ ちくわ　とうふ　あげ さとう　でんぷん　ごま わかめ　キャベツ　なす 862.0 35.6

ごまあえ ホキ　みそ　（かつお・こんぶ）

ジャーチャンドウフ ぎゅうにゅう　ぶたにく こめ　むぎ　さとう にんじん たまねぎ たけのこ

焼豚ときくらげの中華あえ あつあげ　いんげん　やきぶた でんぷん　ごま しいたけ ねぎ きくらげ 810.0 34.3

もやし　きゅうり　キャベツ

はんぺん汁 ぎゅうにゅう　とうふ こめ　マーマレードジャム ゆかり たまねぎ にんじん はくさい

手羽元のマーマレード煮 はんぺん　とりにく むぎ ねぎ しいたけ オクラ　しょうが 752.0 29.5

おくらのかつおあえ （かつお・こんぶ） きゅうり キャベツ

わかめスープ ぎゅうにゅう　ぶたにく　とうふ こめ　あぶら　さとう　ごま しょうが にんじん わかめ

もやしのナムル かまぼこ　たまご ごまあぶら キムチ　たまねぎ　しいたけ 770.0 25.0

きゅうり もやし

のっぺい汁 ぎゅうにゅう　とりにく　ちくわ こめ　むぎ　でんぷん　さとう にんじん ごぼう しいたけ ねぎ

ささみのレモン漬け あつあげ　さつまあげ さといも　こんにゃく　あぶら レモン いんげん 803.0 34.0

こんにゃくおかかあえ つきこんにゃく ごま ごまあぶら

ちくぜん煮 ぎゅうにゅう　ちりめん こめ　むぎ　ごま　さとう うめぼし　にんじん　れんこん

ピーマンの昆布あえ さつまあげ　あつあげ さといも　こんにゃく　 ごぼう いんげん ピーマン 766.0 28.1

とりにく　 もやし こんぶ

スタミナうどん ぎゅうにゅう　ぶたにく パン　うどん　さとう　あぶら キャベツ もやし きゅうり

はんぺんチーズフライ はんぺん　チーズ ごまあぶら ピーマン にんにく 852.0 41.8

ヨーグルト ヨーグルト

※都合により、献立や食材が変更になる場合がございます。ご了承ください。

【６月】学校給食献立予定表 中学校

日 曜 主食 牛乳 おかず

主　な　材　料 栄養量

1 水 麦ごはん

2 木 揚げパン

3 金 ハヤシライス

6 月 麦ごはん

7 火 はちみつトースト

8 水 白ごはん

9 木 ミルクパン

10 金 かみかみ高菜ごはん

13 月 ドライカレー

14 火 チリコンカンサンド

15 水 麦ごはん

16 木 黒糖パン

17 金 ポークカレー

20 月 麦ごはん

21 火 食パン　

22 水 麦ごはん

23 木 麦ごはん

24 金 ゆかりごはん

27 月 豚キムチご飯

28 火 麦ごはん

29 水 梅じゃこごはん

30 木 パインパン

～あまくさのあじ～ 

6月4日～10日は 

「歯と口の健康週間」です！ 

噛むことは体や脳にとってとても大切なことですが、現代人は噛

む回数が少なくなっているといわれています。一口30回以上噛

んで食べることを目標にしてみましょう！ 
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