
おもに体の調子をととのえる 蛋白質

たんぱく質 無機質 ビタミン類 炭水化物 脂質 kcal g

中華どんぶり ぶた肉　えび　いか 牛乳 はくさい　たまねぎ　たけのこ　 米　でんぷん　さとう 米油

水 春巻き 春巻き にんじん　きくらげ　土しょうが　　 ゼリー ごま油

フルーツミックス にんにく　黄桃　パイナップル　みかん

コーンバターラーメン ぶた肉　かまぼこ 牛乳 たまねぎ　コーン　もやし　にんじん パン　中華めん バター　ごま油

木 ほうれん草ソテー みそ　ウインナー 青ねぎ　土しょうが　にんにく はちみつ 米油

はちみつ＆マーガリン ほうれん草　菜の花　キャベツ マーガリン

あじの彩りマリネ あじ　油あげ 牛乳 たまねぎ　黄パプリカ　にんじん 米　麦　じゃがいも 米油

金 せん切り大根 みそ　平天 レモン　小松菜　せん切り大根　　 さとう オリーブ油

じゃがいものみそ汁

肉じゃが ぶた肉　平天 牛乳 たまねぎ　にんじん　 米　じゃがいも　さとう 米油

月 なすの甘みそ炒め とりひき肉 えだまめ　土しょうが　なす 糸こんにゃく

ふりかけ ふりかけ

ソーセージステーキ ソーセージ 牛乳 ごぼう　れんこん　にんじん パン　 マヨネーズタイプ

シャキシャキサラダ とり肉 キャベツ　たまねぎ　コーン　 アイスキャンディー ごま　オリーブ油

野菜スープ セロリ―

アイスデザート

すき焼き煮 とり肉　こうや豆腐 牛乳 はくさい　たまねぎ　 米　ふ 米油

水 だし巻きたまご だし巻きたまご 白ねぎ　生しいたけ　きゅうり さとう ドレッシング

★きゅうりのコリコリあえ 　にんじん 糸こんにゃく

チキンカツ チキンカツ 牛乳 キャベツ　かぼちゃ パン　クルトン 米油

ビーンズサラダ ベーコン にんじん　コーン　たまねぎ ミルメーク マヨネーズタイプ

かぼちゃポタージュ ミックスビーンズ しめじ　パセリ　

ミルメーク

わかめごはん さばの塩焼き さばの塩焼き 牛乳 キャベツ　きゅうり　にんじん 米　麦　はるさめ ごま

金 春雨のさっぱりあえ サラダチキン わかめ たまねぎ　なす　青ねぎ さとう　

夏野菜のみそ汁 油あげ　みそ かぼちゃ

チンジャオロース ぶた肉　ぎょうざ 牛乳 ピーマン　たけのこ　にんじん 米　さとう　でんぷん 米油

月 揚げぎょうざ たまご　とうふ 土しょうが　干ししいたけ　トマト

たまごスープ チンゲン菜

背割りパン カレーミートパン ぎゅうひき肉・ぶたひき肉 牛乳 たまねぎ　にんじん　ピーマン パン　小麦粉 カレールウ

グリーンサラダ 大豆　とり肉 にんにく　だいこん　三度豆 じゃがいも　さとう 米油

ポトフ ウインナー キャベツ　きゅうり　コーン ドレッシング

照り焼きチキン 照り焼きチキン 牛乳 キャベツ　コーン　にんじん 米　マカロニ　でんぷん マヨネーズタイプ

水 マカロニサラダ ツナ　ぶた肉 もずく 青ねぎ　土しょうが　

もずくスープ とうふ

揚げパン ウインナーソテー きな粉 牛乳 三度豆　エリンギ　たまねぎ パン　 オリーブ油

木 トマトスープ ウインナー　ぶた肉 にんじん　セロリ　にんにく グラニュー糖　さとう　 米油

プチゼリー トマト アセロラゼリー

ソーミンチャンプルー 焼きぶた　とり肉　みそ 牛乳 キャベツ　にんじん　はくさい 米　麦　そうめん 米油

金 あっさり豆乳汁 かまぼこ　豆乳　白みそ ごぼう　青ねぎ オリーブ油

かつおの角煮 かつおの角煮

いわしの梅煮 いわしの梅煮 牛乳 ごぼう　れんこん　にんじん 米　さとう 米油

月 きんぴらごぼう ぎゅう肉　油あげ わかめ なめこ　白ねぎ ごま

赤だし みそ　赤みそ

黒糖パン 炒りたまごと野菜の炒めもの とり肉　たまご 牛乳 たけのこ　ほうれん草　赤パプリカ パン ごま油

しゅうまい ぶた肉　しゅうまい きくらげ　たまねぎ　にんじん

中華スープ チンゲン菜　えのきたけ

いか南蛮 いかの天ぷら 牛乳 たまねぎ　にんじん　ピーマン 米　さとう 米油

水 ひじき豆 大豆　ちくわ ひじき とうがん　干ししいたけ　小松菜

冬瓜汁 とり肉だんご 土しょうが　

とびうおフライ とびうおフライ 牛乳 キャベツ　小松菜　もやし　 米　さといも 米油

月 ごまあえ ぶた肉　油あげ だいこん　ごぼう　にんじん ごま

豚汁 みそ こんにゃく　青ねぎ

スパゲティナポリタン ぎゅうひき肉・ぶたひき肉 牛乳 たまねぎ　マッシュルーム　ピーマン パン　スパゲティ　 オリーブ油

火 ★にんじんシリシリ たまご　ツナ スライスチーズ にんじん さとう 米油　ごま油

スライスチーズ ごま

枝豆ごはん 鶏肉と野菜のスタミナ炒め とり肉 牛乳 えだまめ　れんこん　ゴーヤ 米　さつまいも 米油　ごま油

水 坦々もやしスープ ぶたひき肉 にんにく　もやし　にんじん でんぷん ごま

豆乳 干ししいたけ　にら

夏野菜のカレーシチュー ぶた肉　ツナ 牛乳 たまねぎ　なす　エリンギ　にんじん パン　 米油　ごま

木 大根サラダ スキムミルク トマト　にんにく　りんご カレールウ

ヨーグルト ヨーグルト だいこん　きゅうり　かぼちゃ

麻婆丼 ぶたひき肉　 牛乳 たまねぎ　青ねぎ　干ししいたけ 米　麦　さとう ごま油

おかかあえ とうふ　かつお節　 にんにく　土しょうが でんぷん 米油

オレンジシャーベット はくさい　ほうれん草 オレンジシャーベット

669 24.4金

木

29 702 25.8

30 680 27.1

20 627 24.0

21 火 647

22 658 23.3

28 693 29.7

27 634 24.5

 ※ 栄養価（エネルギー、たんぱく質）は平均値を記載しています。 * 「麦」・・・麦ごはん，　「減」・・・減量パンまたは減量ごはんをあらわしています。

 ※ 都合により給食内容を変更することがあります。 * 『マヨネーズ(タイプ)』とは、たまごを含まないマヨネーズ風味ドレッシングです。
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1 710 23.8

2 672 26.3

小学校版

日 　 こんだてめい
使 わ れ て い る 食 品 の は た ら き 栄養価

おもに体をつくるもとになる おもにエネルギーのもとになる

大和高田市学校給食献立表 

エネルギー 

麦 

ｶﾐｶﾐ 

減 

減 

減 

減 

麦 

麦 

塩味 

ｶﾐｶﾐ 

 夏ばて予防や疲労回復には、豚肉や納豆などビタミ

ンＢ１を多く含む食品と、にんにく、にら、ねぎなどの

アリシンを多く含む食品を一緒にとると効果的です。

食欲がない時でも、のどごしがよい豆腐料理や卵料理

だと食べやすいですね。また、うなぎにはビタミンＡ

やＢ群、Ｅ、たんぱく質が豊富で、体力増進に効果が

あります。 

夏にとりたい食べ物 

麦 


