
7月

日 血や肉になるもの 働く力になるもの 体の調子を整えるもの たんぱく質 脂　質

赤色の食品 黄色の食品 緑色の食品 カルシウム 塩　分

1 ロールパン 豚肉　卵 パン　オリーブ油 にんにく　玉ねぎ　人参　ピーマン

水 ムサカ 鶏肉　ウインナー じゃが芋　小麦粉　油 トマト　ズッキーニ　ほうれん草　枝豆 33.6g 27.2g

コンソメスープ ヨーグルト　牛乳 マカロニ　キャラメルクリーム キャベツ　赤ピーマン　ブロッコリー　カリフラワー 535mg 3.6g

2 キラリもち麦ご飯 豆腐　なると　ふ 米　キラリもち麦　 人参　しめじ　小松菜　ねぎ

木 フライドスイートポテト おしゃべりみそ　鶏肉 さつま芋　油　砂糖　　 しょうが　しいたけ　えだまめ　 35.4g 25.8g

すまし汁 卵　いわし　牛乳 ピーマン　赤ピーマン　 446mg 2.9g

3 ごはん 鶏肉　豚肉 米　ごま油 にんにく　人参　大根

金 鶏マスタード焼き 油揚げ　ちりめんじゃこ アーモンド キャベツ　えのきたけ　 31.0g 27.2g

豚のねぎ塩汁 牛乳 ねぎ　小松菜 387mg 2.2g

6 ちらしごはん まぐろフライ　油揚げ 米　油　 人参　キャベツ　えのきたけ　たけのこ

月 まぐろフライ 豆腐　みそ　あおさのり じゃが芋　砂糖 しいたけ　玉ねぎ　れんこん 33.4g 22.7g

あおさのみそ汁 さつま揚げ　生揚げ　牛乳 ねぎ　こんにゃく　いんげん　かんぴょう 437mg 4.4g

7 冷や麦 えび　いか　卵 冷麦　天ぷら粉　 ごぼう　人参　玉ねぎ　オクラ

火 オクラ入りかき揚げ 栄養だし　かまぼこ 油　砂糖　白玉 しいたけ　えのきたけ　ねぎ　 28.0g 23.6g

冷や麦汁 牛乳 焼きドーナツ はくとう　みかん　パイン 337mg 2.7g

8 ごはん 豚肉　 米　でん粉　　　 しょうが　人参　玉ねぎ　たけのこ　ねぎ

水 酢豚 ワンタン 油　砂糖 しいたけ　ピーマン　赤ピーマン　黄ピーマン 29.9g 22.5g

ワンタンスープ 牛乳 もやし　白菜　ほうれん草　マンゴー 282mg 2.6g

9 ごはん あじ揚げ煮　卵 米　でん粉 しいたけ　人参　白菜　にら　にんにく

木 あじ揚げ煮 豚肉　チーズ 油　砂糖 しょうが　玉ねぎ　キャベツ　もやし 36.7g 22.1g

かき玉汁 牛乳 コーン　エリンギ　ピーマン　赤ピーマン 378mg 2.7g

10 キラリもち麦ごはん 豚肉　ベーコン 米　キラリもち麦　 にんにく　人参　玉ねぎ　

金 ポークハヤシ 牛乳 油　デミソース　ハヤシルウ マッシュルーム　しめじ　トマト 27.4g 27.0g

いんげんソテー 生クリーム　バター いんげん　コーン　メロン 288mg 2.3g

13 ごはん 豚肉　肉団子 米　ごま油　油 しょうが　ねぎ　人参　

月 豚しょうが焼き 豆腐　油揚げ 砂糖　ごま キャベツ　えのきだけ　れんこん 31.9g 25.4g

ちゃんこ汁 牛乳 麦芽ゼリー こんにゃく　いんげん 487mg 2.6g

14 スパゲッティー 卵　豚肉　大豆　ツナ　わかめ スパゲッティー デミソース 砂糖 にんにく　人参　玉ねぎ　セロリー

火 ナスいりミートソース スキムミルク　チーズ ハヤシルウ オリーブ油 バター なす　マッシュルーム　トマト 32.8g 17.6g

ツナサラダ ヨーグルト　ジョア ホットケーキミックス ドレッシング キャベツ　きゅうり　もやし　バナナ 760mg 2.3g

15 きなこ揚げパン 鶏肉　きなこ パン　油　砂糖　ペンネ にんにく　玉ねぎ　マッシュルーム

水 ミルクスープ スキムミルク　ベーコン じゃが芋　生クリーム キャベツ　ほうれん草　コーン　パセリ 27.6g 34.9g

ペンネソテー 牛乳 ベシャメルソース しめじ　ピーマン　赤ピーマン　白桃 403mg 3.0g

16 ごはん いわしオレンジ煮　栄養だし 米　油 人参　大根　えのきたけ

木 いわしオレンジ煮 みそ　生揚げ　豚肉 でん粉　 しめじ　小松菜　ねぎ　玉ねぎ 31.7g 19.7g

生揚げのみそ汁 鶏そぼろ おしゃべりみそ 牛乳 もやし　ピーマン　赤ピーマン 347mg 2.7g

17 キラリもち麦ごはん 豚肉　茎わかめ 米　キラリもち麦　 にんにく　しょうが　人参

金 ゆで落花生 もずく　ハム　卵 落花生　砂糖　ごま油 たまねぎ　もやし　にら　 33.3g 28.5g

プルコギ丼の具 牛乳 春雨　ごま　ドレッシング ピーマン　赤ピーマン 343mg 2.3g

20 ごはん 鮭　みそ 米　ごま油　砂糖 しょうが　ねぎ　しいたけ　

月 鮭の照り焼き 豚肉　生揚げ ごま　すいとん　油 ごぼう　人参　大根　こんにゃく 35.4g 22.3g

すいとん汁 牛乳 じゃが芋　黒糖ビーンズ ほうれん草　玉ねぎ　 314mg 2.5g

21 玄米入りご飯 目玉焼き　豚肉 米　発芽玄米 人参　玉ねぎ　キャベツ　

火 目玉焼き イカ　鶏肉　 油　じゃが芋　砂糖 もやし　ほうれん草　にんにく　 34.5g 26.8g

カレースープ 牛乳 ミルメーク たけのこ　ピーマン　赤ピーマン 298mg 2.6g

22 テーブルロールパン 鶏肉　 パン　野菜コロッケ　油 人参　玉ねぎ　マッシュルーム

水 野菜コロッケ おじゃがもちボール　ジャム コーン　パセリ　キャベツ 26.5g 31.7g

コーンシチュー 牛乳 ポタージュ　マヨネーズ　 しめじ　きゅうり　ごぼう 467mg 3.0g

27 ごはん 鶏肉　いわし団子 米　ごま　でん粉 大根　人参　小松菜

月 鶏唐揚げ 豆腐　油揚げ　さつま揚げ 油　砂糖 ねぎ　しいたけ　しょうが 36.0g 22.4g

つみれ汁 牛乳 453mg 2.9g

28 冷やし中華めん にらまん　卵 中華めん　ごま油 しょうが　にんにく　ねぎ

火 にらまん 中華くらげ　わかめ 砂糖　ごま しいたけ　もやし　人参 31.4g 25.3g

ごまだれスープ 牛乳 クリームコンフェ 小松菜　きゅうり 362mg 3.6g

29 ごはん 赤魚　生揚げ こめ　でん粉　ごま しょうが　しいたけ　人参　大根

水 赤魚香味揚げ 豚肉　みそ 油　里芋　ごま油 ごぼう　こんにゃく　ねぎ 33.3g 24.1g

五目汁 牛乳 砂糖　ウエハース 玉ねぎ　しめじ　キャベツ　もやし 622mg 2.6g

30 ごはん さば　おしゃべりみそ　豚肉 米　ごま油　砂糖 しょうが　にんにく　ねぎ　人参

木 さばピリ辛焼き 栄養だし　豆腐　油揚げ じゃが芋　ごま 大根　ごぼう　こんにゃく　小松菜 33.3g 30.7g

豚汁 みそ　のり　牛乳 ほうれん草　キャベツ　もやし 388mg 2.5g

31 ナン 卵　豚肉　大豆　 ナン　油　いんげん豆 にんにく　しょうが　玉ねぎ　セロリー

金 ゆで玉子 ベーコン ひよこ豆　カレールウ 人参　トマト　なす　えのきたけ 39.8g 33.5g

夏野菜のキーマカレー 牛乳　ヨーグルト じゃが芋　 しめじ　エリンギ　小松菜　コーン 671mg 3.6g

基準栄養量 エネルギー　  830kcal ＊材料の都合により　 エネルギー 830kcal

たんぱく質 　 26～41g 献立を変更することがあります。 たんぱく質 32.5g

脂　　質　　  18～27g 脂　　質 25.7g

カルシウム　　  450mg カルシウム 429mg

塩　　分　  　   2.5g 塩　　分 2.8g

〇

牛乳には骨のもととなるカルシウムが
豊富に含まれています。成長期はカ
ルシウムが特に必要となるので、毎日
牛乳を飲みましょう。

806kcal

さばは、煮る、焼く、揚げるなど様々な
調理方法で食べられる魚です。今日
はピリ辛の味付けで焼いています。

851kcal

最終日は、夏に旬の野菜が入った
キーマカレーで決まり！ナンにつけて
食べましょう。

863kcal

〇

〇

ウエハース

キャベツのみそ炒め

のり和え

ヨーグルト

きのことコーンのソテー

☆地産地消デー☆
市内産や県産の食材が多く使われて
います。落花生は市内で生産されたも
のです。

こんにゃくは、下ゆでをすると、あく抜き
になるとともに、余分な水分が抜けて
味がしみこみやすくなります。

ガパオライスの具

白桃コンポート ○

手には、目に見えない
ウイルスがついていま
す。食べる前には手を
洗って病気を予防しよう！

黒糖ビーンズ

肉じゃが煮

タイ料理のガパオライスが初登場。日
本語で「バジル炒めご飯」という意味で
す。ご飯に具をかけ目玉焼きをのせて
食べましょう。

○

ミルメーク

＊栄養だしは、県内産いわし、かつおを燻して粉末にした「天然のだし」です。

＊おしゃべりみそは、市内で無農薬で作られた大豆から作る「手作りみそ」です。

＊米は、市内産を使用します。

＊ごはんに黄色い米が混じることがあります。これは炊飯時にビタミンを強化した米を混ぜている為です。

『食べて応援！５大陸料理』
～ムサカ（ブルガリア）～

オリンピックでは５つの大陸から選手が出場しています。今年度は各大陸の料理が給食に登場するので、世界の食文化を体験してみましょう。第１弾は、
ヨーロッパ大陸のブルガリアから“ムサカ”です。ムサカは地中海周辺の国で食べられていて、今回はヨーグルトを使ったブルガリア風にしています。

14日の答え：①　eggplant（エッグプラント）　直訳すると「卵の植物」です。日本ではナスといえば紫
色ですが、アメリカなどでは白く丸い卵のようなナスが食べられています。正解した人はナイスです！

842kcal

茎わかめともずくのサラダ

鶏そぼろ

〇

もやしは、豆を発芽させた野菜です。
炒め物にむいている緑豆、シャキシャ
キの食感のブラックマッペなど、豆の
種類によって特徴があります。

751kcal

もやしのカレー炒め

○

ジ

ョ
ア

【クイズ】ナスは英語で何という？
①エッグプラント
②ドッグプラント
③ナッスウマイゾ

843kcal

バナナケーキ

856kcal

麦芽ゼリー

〇

豚肉にはご飯などに含まれる糖質を
エネルギーにかえる働きを持つビタミ
ンB1が豊富に含まれています。疲労
回復や夏バテ予防に役立ちます。

844kcal

れんこんのきんぴら

〇
あじは、千葉県でもたくさんとれる魚で
す。ぜいごという硬いうろこがあります
が、給食では取り除いてあります。

787kcal

野菜炒め

○
キラリもち麦は、給食センターの近くの
畑で収穫されたものです。もち麦より
大きく黄色い粒が特徴です。

820kcal

メロン

817kcal

フルーツ白玉

〇
酢豚は中華でも人気のメニューです。
給食では、野菜と揚げた豚肉を甘
酸っぱい味付けで炒めています。

828kcal

マンゴー

778kcal

ちりめん和え

〇
今日はあおさが入ったみそ汁です。あ
おさは海藻の一種で、汁ものに入れる
と磯の香りがしたり、風味が増します。

838kcal

じゃがいもとさつま揚げの煮物

延期になってしまいましたが、７月２日
は匝瑳市内でオリンピックの聖火リ
レーが行われる予定でした。そこでオリ
ンピックにちなんだ“五輪丼”の登場で
す。オリンピックの５つの輪の色にちな
んで赤ピーマン(赤)、玉子(黄)、しいた
け(黒)、枝豆(緑)、青ピーマン(青)の
食材が入っています。

野栄じゃないよ！“ムサカ”だよ❕

ムサカはひき肉やジャガイモを使った
料理で、ヨーグルトと卵のたれをかけ
て焼いています。（下の欄も見てね）

810kcal

花野菜ソテー

かみかみ煮干し

〇

879kcal

五輪丼の具

キャラメルクリーム

　匝瑳市学校給食センター

こ　　　ん　　　だ　　　て　　　名
牛
 
乳

お　も　な　材　料　と　そ　の　働　き
一　口　メ　モ

エネルギー

令和2年 予定献立表（中学校）

〇

アーモンド

〇

焼きドーナツ

〇

チーズ

861kcal

847kcal

879kcal

○

クリームコンフェ 821kcal

〇

切干大根煮

冷やし中華の具

切干大根は日本の保存食！
大根は本来は冬が旬の野菜ですが、
干すことによって長期間保存ができま
す。

817kcal

暑い日には冷たい麺がおいしいです
ね！今日は、ごまだれ味の冷やし中
華です。具の入れ忘れに注意しましょ
う。

〇

いちごジャム

ごぼうサラダ ○

食器を大切に！


