
献立名

エネルギー(kcal) 661 793 625 723 681 849

献立名

エネルギー(kcal) 609 721 705 727 600 748 660 755 605 735

献立名

エネルギー(kcal) 607 721 623 747 919 1069 649 769 738 900

献立名

エネルギー(kcal) 636 836 741 854 621 748

献立名

エネルギー(kcal) 606 745 728 834 653 886 704 890 646 816

水 木 金
1日 2日 3日

ごはん パインパン ごはん
ベーコン入りみそ汁 カレースープ ハヤシライス
さばのこうみソースかけ スクランブルエッグ フルーツジュレ

調子を整える
たまねぎ　ねぎ　しょうが にんじん　キャベツ　たまねぎ にんじん　たまねぎ　みかん

血や肉になる
牛乳　ベーコン　とうふ　わかめ 牛乳　ベーコン 牛乳　牛肉

みそ　さば

熱や力になる ごはん　じゃがいも コッペパン　じゃがいも　 ごはん　生クリーム

にんにく えだまめ　アスパラガス マッシュルーム　グリンピース

パイン　もも　りんご

卵　ウィンナー

6日 7日 8日 9日 10日
ごはん こめこパン むぎごはん コッペパン ごはん　

ぐだくさんのみそ汁 レタスとトマトのスープ かきたま汁 夏やさいのスパゲティ 牛じゃこライス

いわしかぼすレモンに ほしのコロッケ ぶた肉のしょうがやき ゆでとうもろこし はもつみれだんご汁

ひややっこ たなばたゼリー

熱や力になる
ごはん　じゃがいも こめこパン　コロッケ ごはん　むぎ　でんぷん コッペパン　スパゲティ

魚ソーメン　ぶた肉 チーズ

ごはん　ごま

油　たなばたゼリー オリーブ油

パプリカ　マッシュルーム えだまめ

ピーマン えだまめ　トマト　とうもろこし

牛肉　ちりめん

調子を整える
ごぼう　にんじん　こんにゃく トマト　レタス　にんじん にんじん　しいたけ なす　にんじん　たまねぎ にんじん　しいたけ　ねぎ

ねぎ コーン　パセリ　アスパラガス ねぎ　しょうが　たまねぎ

血や肉になる
牛乳　とうふ　みそ 牛乳　ウィンナー　ベーコン 牛乳　たまご　とうふ　かまぼこ 牛乳　ベーコン 牛乳　かまぼこ　とうふ

13日 14日 15日 16日 17日
ごはん さんかくパン ごはん フォカッチャ ごはん
マーボーなす ちゅうかスープ わかめスープ フルーツポンチ 夏やさいカレー

プチマリンサラダ タコス サイコロステーキ フライドチキン グリーンサラダ

洋なしコンポート フライドポテト コールスローサラダ ヨーグルト

熱や力になる
ごはん　ごま油　 コッペパン　ビーフン ごはん　ごま　ごま油 フォカッチャ　白玉もち

えび　かまぼこ　チーズ かまぼこ　牛肉 ささみ

ごはん　じゃがいも

でんぷん じゃがいも　油 油　ゼリー ドレッシング

デラウェア　りんご にんじん　コーン　きゅうり

にんにく　きゅうり たまねぎ　トマト　洋なし きゅうり　きゃべつ　にんじん えだまめ　ピーマン　パプリカ

ハム　ヨーグルト

調子を整える
なす　たまねぎ　にんじん　ねぎ にんじん　キャベツ　しいたけ にんじん　えのきたけ もも　パイン　みかん たまねぎ　なす　かぼちゃ

たけのこ　しいたけ　しょうが ねぎ　にんにく　たまねぎ ねぎ　にんにく　たまねぎ

血や肉になる
牛乳　ぶた肉　みそ 牛乳　ぶた肉　しか肉　いか 牛乳　とうふ　わかめ　 牛乳　フライドチキン 牛乳　とり肉

ツナ　プチマリン

20日 21日 22日
わかめごはん まるパン ごはん

ごもくうどん パンプキンスープ そぼろに

ハモのいそべあげ てりやきパティ おおばみそ

ボイルキャベツ アップルシャーベット

熱や力になる
ごはん　うどん　てんぷらこ ミルクパン ごはん　じゃがいも

ちりめん　だいず　みそ

油 ごま

青しそ　りんご
調子を整える

にんじん　しいたけ かぼちゃ　にんじん　たまねぎ にんじん　たまねぎ　しいたけ
ねぎ パセリ　キャベツ 糸こんにゃく　えだまめ

血や肉になる
牛乳　わかめ　とり肉　 牛乳　ベーコン　てりやきパティ 牛乳　とり肉　あつあげ
かまぼこ　油あげ　ハモ　青のり

27日 28日 29日 30日 31日
ごはん くろざとうパン ごはん ミルクパン ごはん

かしわ汁 ミネストローネ もずくスープ 皿うどん ポークカレー

さけのしおこうじやき アスパラ入りじゃがチーズ ヤンニョムチキン ごまドレサラダ はりはりづけ

ひじきのいために フルーツムース

熱や力になる
ごはん　じゃがいも くろざとうパン ごはん　でんぷん ミルクパン　油　ちゅうかめん

ベーコン　チーズ とうふ　かまぼこ かまぼこ　プチマリン　ハム

ごはん　油

マカロニ　じゃがいも　バター こむぎこ　ごま油 でんぷん　ごま油 じゃがいも

にんじん　もやし　きくらげ たまねぎ　グリンピース

アスパラガス きぬさや　きゅうり きりぼしだいこん

調子を整える
にんじん　ねぎ たまねぎ　にんじん　キャベツ ねぎ　にんじん しょうが　キャベツ　たまねぎ にんにく　しょうが　にんじん

ごぼう トマト　グリンピース えのきたけ

血や肉になる
牛乳　とり肉　とうふ　ひじき 牛乳　ぶた肉　だいず 牛乳　とり肉　もずく 牛乳　ぶた肉　えび　いか 牛乳　ぶた肉　こんぶ

かまぼこ　さけ　油あげ

杵築調理場

暑い時にごはんがすすむおおばみそです。ぜひ、作ってみてください。

【おおば（青じそ）みそ】 材料（４人分）

・青じそ…･･…３０ｇ

・ちりめん…･･３０ｇ

・砂糖…･･……大さじ１

・こいくち醤油…･･大さじ１/2

・みりん、酒…･･…小さじ１

・みそ…･･…･･大さじ２

・いりごま…･･小さじ１

○作り方

１．青じそは、半分に切り3mmくらいのせん

切りにする。調味料をあわせておく。

２．フライパンにちりめんを入れてからいりし、

青じそと調味料を入れて弱火で青じそに

火をとおす。

３，少し水分をとばしたら、火をきってゴマを

入れる。

あつさにまけない体を

つくろう

みずみずしい夏やさいは、あつくなった体をひ

やしてくれます。

夏のたいようをあびた旬の夏やさいには、ビタ

ミンAやビタミンCがたくさんふくまれています。

体の調子をととのえてくれて、あつさにまけな

いつよい体をつくります。給食にもたくさんの

夏やさいがでます。のこさずたべましょう。

新型コロナにより大きな打撃を受けている農

林水産業の支援を目的として、大分県からお

おいた和牛や冠地鶏、ジビエなどを学校給食

に提供してくれます。また、杵築市や杵築市商

工会からもハモに補助がでます。

農林水産業の支援だけでなく、地元の食材を

知り、地産地消についても学ぶ機会になれば

と考えています。

エネルギー たんぱく質

kcal ｇ

小学校基準 650 24.0
小学校平均 667 26.0
中学校基準 830 30.0
中学校平均 803 30.4

今月の栄養価

保護者の皆様へ


