
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)

マーボーなす ぎゅうにゅう　あつあげ あぶら　ごまあぶら　でんぷん にんにく しょうが しいたけ

バンサンスー ぶたにく　たまご　ハム はるさめ　さとう たまねぎ にんじん なす ねぎ 782.0 28.0

だいず きゅうり もやし

たまごスープ ぎゅうにゅう　たまご こめ　むぎ　ごまあぶら たまねぎ にんじん しいたけ

プルコギ ぶたにく　とりにく でんぷん　さとう　ごま ねぎ わかめ にんにく にら 805.0 33.3

ナムル とうふ　ぎゅうにく あぶら　ごまあぶら　でんぷん しめじ きゅうり もやし

冷やし中華 ぎゅうにゅう　ハム　たまご パン　めん　ごまあぶら きゅうり キャベツ にんじん

ゴーヤの揚げに とりにく　ぶたにく でんぷん　さとう　ごま もやし にがうり 917.0 39.5

ポークシューマイ あぶら　

かぼちゃのみそ汁 ぎゅうにゅう　とうふ　あげ こめ　むぎ　ごま　じゃがいも にんじん たまねぎ かぼちゃ

いわし甘露煮 いわし しいたけ ねぎ ピーマン もやし 748.0 27.5

ピーマンのしそ昆布あえ （にぼし） わかめ しそこんぶ

天の川スープ ぎゅうにゅう　ぶたにく パン　ビーフン　ごまあぶら たまねぎ にんじん キャベツ

おほしさまハンバーグ チーズ　とりにく さとう　あぶら チンゲンサイ しいたけ 704.0 30.6

チーズサラダ ねぎ コーン

大豆の五目煮 ぎゅうにゅう　とりにく こめ　むぎ　さとう　あぶら にんじん れんこん ごぼう

いわしのカリカリフライ あつあげ　さつまあげ　だいず じゃがいも こんにゃく ごま いんげん だいこん きゅうり 912.0 41.8

切干大根すのもの いわし（にぼし） ごまあぶら

のっぺい汁 ぎゅうにゅう　とりにく　　 こめ　むぎ　あぶら　さとう　ごま にんじん　ごぼう　しいたけ

手作りコロッケ たまご　あつあげ　ぶたにく さといも こんにゃくでんぷん きゅうり　ねぎ たまねぎ 862.0 28.8

かりかりきゅうり ちくわ　（にぼし） じゃがいも こむぎこ パンこ  ごまあぶら つぼづけ

夏野菜のミートスパゲティ ぎゅうにゅう　ぎゅうにく パン　あぶら　じゃがいも なす たまねぎ にんにく

かぼちゃサラダ ぶたにく　ハム　チーズ スパゲティ マッシュルーム　しょうが 843.0 31.7

きゅうり かぼちゃ

じゃがいもそぼろ煮 ぎゅうにゅう　とりにく　ちりめん こめ　むぎ　さとう　あぶら たまねぎ にんじん きゅうり

ごま酢あえ さつまあげ　あつあげ　 じゃがいも　でんぷん キャベツ ひじき 828.0 29.6

雑節ふりかけ えだまめ　ざつぶし ごま ごまあぶら

コーンシチュー ぎゅうにゅう　チーズ　ハム パン じゃがいも バター たまねぎ ピーマン にんじん

イタリアンサラダ とりにく　ハム こむぎこ　あぶら コーン きゅうり キャベツ 838.0 31.7

青りんごゼリー

夏野菜のみそ汁 ぎゅうにゅう　とうふ　あげ こめ　むぎ　さとう　でんぷん かぼちゃ たまねぎ なす ねぎ

鶏の甘酢あんかけ とりにく　ざつぶし しいたけ きゅうり オクラ 723.0 30.4

おくらの雑節あえ （にぼし）

シモンそうめん汁 たこ　えだまめ　ぎゅうにゅう こめ　さとう シモンそうめん ごま しいたけ にんじん ごぼう ねぎ

もやしナッツ和え とうふ　あげ ピーナッツ ごまあぶら たまねぎ　もやし　チンゲンサイ 702.0 29.3

冷凍みかん （ざつぶし・こんぶ） みかん

トンカツ ぶたにく　だいず こめ　むぎ　あぶら　じゃがいも たまねぎ かぼちゃ なす トマト

福神漬 ぎゅうにゅう　ぶたにく シュークリーム にんじん にんにく 909.0 29.9

シュークリーム ふくじんづけ

※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。 ※雑節はさば・あじを含みます

19 火 たこめし

20 水 夏野菜のカレーライス

15 金 麦ごはん

18 月 海の日

13 水 麦ごはん

14 木 ピザトースト

11 月 麦ごはん

12 火 黒糖パン

7 木 丸パンカット

8 金 麦ごはん

5 火 ミルクパン

6 水 麦ごはん

1 金 白ごはん

4 月 麦ごはん

【７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

～あまくさのあじ～ 

倉岳のオクラ 

「まごわやさしい」献立 

☆七夕献立☆ 

牛深の雑節 

・・・豆類 

・・・ごまなどの種実類 

・・・わかめなどの海藻類 

・・・野菜類 

・・・魚 

・・・いも類 

・・・しいたけなどのきのこ類 

 今月は、なつやさいをたくさん使っています。なつやさいは水分がおおく、

体を冷やしてくれる効果があります。なつやさいは栄養も豊富で、体にうれし

いことがたくさんあります。おうちでも、なつやさいをたくさんたべてください

ピーマン 

なす 

かぼちゃ 

きゅうり 

トマト 

とうがん 

えだまめ 
とうもろこし 

 「まごわやさしい」とは、日本の伝統的な食事に使われている食品の頭文字をとっ

たものです。「まごわやさしい」をすべてそろえると、健康的な食事ができるといわれ

ています。7月12日の給食のなかにはこれらの食材がすべて入っています。さて、

どの料理にどの食材が入っているかな～？さがしてみてください。 

おくら 


