
平成２７年度

今月のめあて

給食回数　22　回

血や肉になる
（あか）

力や熱になる
（き）

からだの調子を整える
（みどり）

1 月
きびごはん　とりごぼうじる
さわらのごまみそやき
はるさめソテ－

ヨ
とりにく　あぶらあげ　さわら
みそ　ちりめんじゃこ
ヨーグルト

七分米　もちきび　あぶら
ごま　さとう　はるさめ
ごまあぶら

ほんしめじ　にんじん　ごぼう
ながねぎ　こまつな　もやし

2 火
タコライス
さっぱりスープ
かみかみやさい

○
ぶたにく　だいず　チーズ
ベーコン　こんぶ　いか
ぎゅうにゅう

七分米　おしむぎ　あぶら
さとう　ごまあぶら

たまねぎ　　ピーマン　レモン汁
ホールトマト　キャベツ　にんじん
セロリー　ごぼう　れんこん　こまつな

3 水
まるパン　おからハンバ－グ
ボイルキャベツ　ポテトリヨネーズ
ミニトマト

○
ぶたにく　おから　だいず
たまご　ぎゅうにゅう
スキムミルク　ベーコン

パン　パンこ　さとう　あぶら
でんぷん　じゃがいも

たまねぎ　にんじん　キャベツ
パセリ　ミニトマト

4 木
うめぼしとジャコのごはん　みそしる
ししゃものなんばんづけ
だいこんととりにくのにもの

○

こんぶ　ちりめんじゃこ　みそ
ぶたにく　なまあげ　わかめ
ししゃも　とりにく
ぎゅうにゅう

七分米　こんにゃく　でんぷん
あぶら　さとう

うめぼし　きりぼしだいこん
こまつな　たまねぎ　にんじん
だいこん　ほうれんそう

5 金
ハヤシライス
ボイルやさい
くだもの

○ ぶたにく　ぎゅうにゅう
七分米　おしむぎ　あぶら
こむぎこ　バタ－　さとう
ドレッシング

たまねぎ　にんじん　マッシュルーム
セロリー　トマトピューレ　キャベツ
さやいんげん　甘夏みかん

8 月
ごはん　みそしる
ちくわのいそべあげ
ちくぜんに

ヨ
あぶらあげ　みそ　こんぶ
ちくわ　あおのり　たまご
とりにく　ヨーグルト

七分米　こめつぶむぎ
こむぎこ　あぶら　さとう

キャベツ　オクラ　こまつな　にんじん
たけのこ　れんこん　ごぼう
ほししいたけ

9 火
ひやしごもくうどん
ささみのパンこやき
きゃべつのゴマずに　くだもの

○
ぶたにく　あぶらあげ
とりにく　ひじき
ぎゅうにゅう

うどん　さとう　マヨネーズ
パンこ　あぶら　ごま

きゅうり　もやし　にんじん
キャベツ　甘夏みかん

10 水
くろしょくパン　かぼちゃグラタン
ビ－ンズス－プ
もやしのカレ－ソテー

○
とりにく　ぎゅうにゅう　チーズ
生クリーム　ベーコン
しろいんげんまめ　ハム

パン　あぶら　こむぎこ
バタ－

かぼちゃ　にんじん　たまねぎ
マッシュルーム　キャベツ　セロリー
もやし　にら

11 木 たまごチャ－ハン　やさいスープ
はっぽうさい　　ミニトマト

○
やきぶた　たまご　ぶたにく
いか　ぎゅうにゅう

七分米　あぶら　ごまあぶら
じゃがいも　さとう　でんぷん

ながねぎ　にんじん　　だいこん
こまつな　もやし　たまねぎ　はくさい
たけのこ　ピーマン　ミニトマト

12 金
いわしのかばやきどん
モロヘイヤのスープ
きゅうりとだいこんのそくせきづけ

○
いわし　たまご　こんぶ
ぎゅうにゅう

七分米　こめつぶむぎ
でんぷん　こむぎこ　あぶら
さとう　ごまあぶら

モロヘイヤ　ほうれんそう
ながねぎ　にんじん　きゅうり　だいこん

15 月 あわごはん　けんちんじる
とりにくのあまからやき　ひじきのにもの

○
ぶたにく　とうふ　とりにく
ひじき　あぶらあげ
ぎゅうにゅう

七分米　もちあわ　じゃがいも
ごまあぶら　さとう　あぶら

にんじん　ながねぎ　キャベツ
もやし

16 火
スパゲッティホワイトソース
こまつなのコーンいため
くだもの

○
とりにく　ぎゅうにゅう
生クリーム

スパゲッティ　あぶら
こむぎこ　バタ－
オリーブあぶら

もやし　たまねぎ　にんじん
ホールコーン　カラーピーマン
こまつな　甘夏みかん

17 水
しょくパン　ABCスープ
ぶたにくのにこみﾛﾍﾞｰﾙふう
きゃべつとツナのソテー

○
ぶたにく　ベーコン　ツナ
ぎゅうにゅう

あぶら　バタ－　さとう　ごま
アルファベットパスタ
ごまあぶら

たまねぎ　ピーマン　マッシュルーム
ホールトマト　にんじん
キャベツ　こまつな　ホールコーン

18 木
ピラフ　たまごとあおなのｽ-ﾌﾟ
ボイルウインナ－
じゃがいものソテー

○
ぶたにく　たまご　とりにく
ウインナー　ベーコン
ぎゅうにゅう

七分米　あぶら　じゃがいも たまねぎ　にんじん　こまつな　ピーマン

19 金 なつやさいのカレ－ライス
まめじゃこ　くだもの

〇
ぶたにく　こんぶ　だいず
かえりにぼし　ぎゅうにゅう

七分米　おしむぎ　じゃがいも
あぶら　こむぎこ　バタ－
でんぷん　さとう　ごま

たまねぎ　にんじん　ピーマン　なす
トマト　清見オレンジ

22 月
むぎごはん　おからひじきふりかけ
みそしる　ぶたにくのしょうがやき
かまぼことﾋﾟ-ﾏﾝの-ソテー

〇

おから　ちりめんじゃこ　ひじき
青のり　かつおぶし　わかめ
なまあげ　みそ　こんぶ　ぶたにく
あぶらあげ　かまぼこ
ぎゅうにゅう

七分米　こめつぶむぎ　さとう
ごま　あぶら　ごまあぶら

たまねぎ　にんじん　ながねぎ
ピーマン

23 火
まめまめごはん　こまつなのスープ
しおにくどうふ
くだもの

〇
だいず　ベーコン　わかめ
こんぶ　ぶたにく　とうふ
ぎゅうにゅう

七分米　あぶら　じゃがいも
さとう

ホールコーン　たまねぎ　こまつな
キャベツ　ながねぎ　にら　にんじん
にんにく　甘夏みかん

24 水
しょくパン　チキンカツ
ボイルキャベツ　えびととうがんのスープ
ゆでとうもろこし

〇
とりにく　たまご　えび　こんぶ
ぎゅうにゅう

こむぎこ　パンこ　あぶら
キャベツ　こまつな　ながねぎ
にんじん　とうがん　とうもろこし

25 木
やきそばチンジャオロース
わかめスープ
こんにゃくのごまに

〇
ぶたにく　わかめ　こんぶ
ぎゅうにゅう

むしちゅうかめん　あぶら
でんぷん　ごま　さとう
ごまあぶら

ピーマン　たまねぎ　たけのこ
にんじん　ながねぎ

26 金
マーボーどうふどん
ボイルやさい
くだもの

〇
とうふ　ぶたにく　みそ
だいず　ぎゅうにゅう

七分米　もちきび　ごまあぶら
さとう　でんぷん
ドレッシング

ながねぎ　たけのこ　にんじん
ほししいたけ　キャベツ　こまつな
もやし　清見オレンジ

29 月
きびごはん　ワンタンスープ
とりにくのねぎみそやき
ゴーヤチャンプルー

〇
ベーコン　こんぶ　とりにく
とうふ　ぶたにく　たまご
かつおぶし　ぎゅうにゅう

七分米　もちきび　さとう
ワンタンのかわ　ごまあぶら
あぶら　ごま

にんじん　キャベツ　たまねぎ
ながねぎ　にがうり

30 火 ツナライス　わかめとなまあげのスープ
いかのごまがらめ　えだまめのしおゆで

○
ツナ　ベーコン　わかめ
なまあげ　こんぶ　いか
ぎゅうにゅう

七分米　こめつぶむぎ　ごま
あぶら　でんぷん　さとう

たまねぎ　にんじん　マッシュルーム
こまつな　えだまめ

6 月　 予　　定　　献　　立　　表　
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　てを　きれいに　あらおう
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日 曜
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2日かみかみやさい 
歯ごたえのあるスル
メイカを加えた温野
菜です。よく噛んで味
わいながら食べま
しょう。 

19日夏野菜 
 カレーライス 
 ピーマン、ナス、
トマトなど、夏野菜
をたっぷり使ったカ
レーです。 

12日モロヘイヤ

のスープ 
夏の野菜の一つ
です。腸の働きを
良くする食物繊維
を多く含みます。
汗で失った塩分も
ほどよく補えます。 

24日 
ゆでとうもろこし 
市内八幡町の畑で
坂本さんが丹精込
めて育てたとうもろ
こしです。みずみず
しいおいしさを届け
るために、早朝に
収穫し、調理場で
皮をむいて茹でて
お出しします。 

地場野菜も積極
的に給食に取り
入れています。 
 


