
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

ツナオムレツ オムレツ　大豆 牛乳 キャベツ　にんじん　コーン パン　マカロニ マヨネーズ(タイプ)

コールスローサラダ ツナ(まぐろ) たまねぎ　トマト じゃがいも

ミネストローネ ウィンナー　 さとう　ジャム

さんまの甘露煮 さんま　とり肉 牛乳 ごぼう　れんこん　にんじん　 米　さといも 米油

筑前煮 油あげ　みそ たまねぎ　青ねぎ　 じゃがいも

みそ汁 こんにゃく　さとう

 背割パン ハムカツサンド(ハムカツ｡キャベツ) ハムカツ　 牛乳 キャベツ　たまねぎ　三度豆 パン 米油

コンソメスープ ベーコン にんじん じゃがいも

シークワーサーゼリー ゼリー

秋野菜カレー ぶた肉 牛乳　 たまねぎ　かぼちゃ　にんじん　なす 米　麦　 米油

元気サラダ ツナ(まぐろ) ヨーグルト エリンギ　トマト　りんご　キｬベツ さつまいも カレールウ

ヨーグルト かつおぶし こんぶ きゅうり　パプリカ(赤)　にんにく ドレッシング

さばのみそ煮 さば　平天 牛乳　 にんじん　だいこん　ごぼう 米　さつまいも 米油

ひじきの炒め煮 ぶた肉　とり肉 ひじき えだ豆　青ねぎ こんにゃく　

田舎汁 みそ さとう　ジャム

 背割パン ★きんぴらチキンサンド とり肉 牛乳 ごぼう　れんこん　にんじん パン　じゃがいも 米油
　(照焼きチキン，きんぴらごぼう) たまねぎ　だいこん　三度豆 さとう　ジャム ごま

ポトフ パセリ

肉みそ丼 ぶた肉　とり肉 牛乳 たまねぎ　にんじん　たけのこ 米　さつまいも 米油　ごま油

わかめスープ 大豆　みそ わかめ ピーマン　エリンギ　はくさい さとう　 ごま

中華ポテト 白ねぎ　しょうが

ソーセージステーキ ソーセージ　とり肉　牛乳 たまねぎ　にんじん　セロリー パン　マカロニ オリーブ油

ジャーマンポテト ベーコン トマト　にんにく　パセリ じゃがいも

トマトスープ さとう

いわしの梅煮 いわし 牛乳 たまねぎ　だいこん　にんじん アルファ化米 米油

すいとん 油あげ　みそ わかめ 青ねぎ さといも　こんにゃく

防災ビスケット すいとん　ビスケット

豚の生姜焼き ぶた肉　とり肉 牛乳 たまねぎ　ピーマン　にんじん 米　はるさめ 米油

しゅうまい しゅうまい もやし　干ししいたけ　きくらげ でんぷん　さとう

春雨スープ しょうが

メンチカツ メンチカツ 牛乳 チンゲン菜　エリンギ　にんじん パン　クルトン 米油　オリーブ油

カラフルソテー ベーコン パプリカ(黄)　コーン　たまねぎ ミルメーク

コーンスープ ウィンナー　 パセリ

煮込みハンバーグ ハンバーグ 牛乳 だいこん　にんじん　きゅうり 米 マヨネーズ(タイプ)

大根サラダ ツナ(まぐろ) たまねぎ　しろ菜　えのきたけ でんぷん　さとう

みそ汁 油あげ　みそ マッシュルーム　トマト

揚げパン チンゲン菜と とり肉　たまご 牛乳 チンゲン菜　パプリカ(赤) パン　じゃがいも 米油

　　たまごのソテー ウィンナー　 たまねぎ　にんじん　三度豆 グラニュー糖

コンソメスープ きなこ

つくね つくね(とり肉) 牛乳 キャベツ　きゅうり　にんじん 米　麦 米油

肉じゃが ぶた肉　するめ たまねぎ　グリーンピース じゃがいも マヨネーズ(タイプ)

★カミカミサラダ 厚あげ　 しょうが　レモン 糸こんにゃく　さとう

白身魚のみりんしょうゆ ホキ(白身魚)　とり肉 牛乳 切干しだいこん　だいこん 米　でんぷん 米油　ごま油

切干し大根の煮物 平天　とうふ　豆乳 にんじん　えだ豆　青ねぎ さとう

豆乳汁 油あげ　みそ

クリームスパゲティ とり肉 牛乳 たまねぎ　キャベツ　ほうれん草 パン　スパゲティ 米油

海藻サラダ 海そう きゅうり　コーン　 さとう ドレッシンク゛

フルーツミックス みかん(缶)　パイン(缶)　黄桃(缶) ゼリー

ホイコーロー ぶた肉　たまご 牛乳　 キャベツ　たけのこ　ピーマン 米　麦 米油　ごま油

大豆もやしと小松菜のナムル ハム 大豆もやし　こまつ菜　にんじん でんぷん　さとう ごま

スーミータン コーン　チンゲン菜　にんにく

根菜と肉だんごの甘酢炒め ぶた肉 牛乳 れんこん　にんじん　たまねぎ 米　さつまいも 米油　ごま

★しゃきしゃきごま和え とり肉だんご 白菜　こまつ菜　切干しだいこん こんにゃく　

豚汁 とうふ　みそ だいこん　ごぼう　青ねぎ でんぷん　さとう

鶏肉のトマトソースがけ とり肉 牛乳 たまねぎ　マッシュルーム　トマト パン オリーブ油　米油

三色サラダ ベーコン キャベツ　にんじん　コーン でんぷん　さとう ドレッシング

かぼちゃのポタージュ 白みそ かぼちゃ　ほうれん草

マーボーとうふ ぶた肉 牛乳 たまねぎ　にんじん　干ししいたけ 米　 米油　ごま油

中華サラダ とうふ もやし　きゅうり　青ねぎ でんぷん　さとう ドレッシング

レモンソーダゼリー しょうが　にんにく ゼリー

 中学校版

日
献　　立　　名 使 わ れ て い る 食 品 の は た ら き 栄養価

主食 牛乳 副　　食
おもに体をつくるもとになる

2 水 861 31.9

3 木 823 28.5

おもにエネルギーのもとになる

1 火 830 30.0
いちごジャム

8 火 811 36.1

9 水 841 24.8

4 金 858 26.5

7 月 833 30.5

10 木 808 32.3

11 金

わかめごはん
(アルファ化米)

760 27.1

14 月 834 29.2

15 火 824 28.4
ミルメーク 

18 金 872 25.7

23 水 810 31.4

16 水 828 29.1

17 木 825 30.9

28 月 827 27.8

29 火 838 33.7

24 木 787 29.5

25 金 820 32.0

  お子さんからこの日の給食の感想を聞いたり、家庭でできる防災を話し合ったり、いざという時の『食』について考えてみましょう。

　* 『マヨネーズ(タイプ)』は、鶏卵を含まないマヨネーズ様の調味料です。  　　　※ 都合により給食内容を変更することがあります。

　　【おしらせ】

　　　９月１日の給食から、牛乳はビンから紙パックに変わります。内容量２００ｍｌは変わりません。
　　　飲んだ後の空きパックについては、当面は感染予防を考慮して廃棄しますが、後々には再生資源としての回収を予定しています。

  11日(金)の給食献立は、“災害時の食事について考えよう” がテーマになっています。

  この日はアルファ化米を使用し、各学校の給食室で炊飯します。また、災害時の非常食になる“防災ビスケット”も付きます。

30 水 828 26.9

　* 『麦』…麦入りごはんを　 『減』…減量パンまたは減量ごはんを表しています。  　　　※ 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。

減 

大和高田市学校給食献立表 

エネルギー 

麦 

麦 

麦 

「ビタミンB1」は､糖質をエネルギーに変えるために必要 

な栄養素です。夏場に不足しやすく、夏バテの原因の一つ 

と考えられています。意識して食事に取り入れましょう。 

また、柑橘類や梅干しの酸味成分である「クエン酸」にも 

疲労回復効果があります。 

にんにく、にら、ねぎに含

まれる「アリシン」と一緒

にとると効果がアップ！ 

ビタミンB1や クエン酸で 疲労回復 

夏の終わりごろには、暑さのために「食欲が落ちた」、 

「十分な睡眠がとれていなかった」などが原因となり、 

体に疲労をため込みがちです。まずは、食事を元のバラ 

ンスのとれたものに戻すこと、早寝早起きのリズムをく 

ずさないことを心がけましょう。 
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