
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 とりにく パン　やさいコロッケ　 たまねぎ　にんじん　ズッキーニ

水 やさいコロッケ ウインナー あぶら　マカロニ ほうれんそう　えだまめ　キャベツ 18.9g 20.6g

コンソメスープ ぎゅうにゅう　 あかピーマン　ブロッコリー　カリフラワー 348mg 2.4g

2 キラリもちむぎごはん とうふ　なると　ふ こめ　キラリもちむぎ にんじん　しめじ　こまつな

木 すまし汁 とりにく　たまご　おしゃべりみそ さとう ねぎ　しょうが　しいたけ　えだまめ 26.6g 15.2g

ごりんどんのぐ ぎゅうにゅう ピーマン　あかピーマン　とうもろこし 296mg 1.6g

3 ごはん あかうお　ぶたにく こめ　あぶら　ごま しょうが　にんじん　だいこん

金 あかうおこうみあげ あぶらあげ　ちりめんじゃこ でんぷん　ごまあぶら　 キャベツ　えのきたけ　 21.3g 17.9g

ぶたのねぎしおじる ぎゅうにゅう こまつな　ねぎ　にんにく 312mg 1.4g

6 ちらしごはん たまご　あぶらあげ　とうふ　みそ こめ にんじん　キャベツ　えのきたけ　ねぎ

月 あつやきたまご あおさのり　さつまあげ　なまあげ じゃがいも　さとう れんこん　かんぴょう　　しいたけ 20.1g 15.8g

あおさのみそしる ぎゅうにゅう たけのこ　たまねぎ　こんにゃく　いんげん 351mg 2.6g

7 ひやむぎ かきあげ　かまぼこ ひやむぎ　あぶら しいたけ　にんじん　えのきたけ

火 かきあげ えいようだし さとう　しらたま ねぎ　はくとう 15.1g 15.7g

ひやむぎじる ぎゅうにゅう みかん　パイン 243mg 1.8g

8 ごはん ぶたにく こめ　でんぷん　 しょうが にんじん たまねぎ たけのこ 

水 すぶた ワンタン あぶら　さとう ピーマン あかピーマン きピーマン しいたけ 19.5g 16.1g

ワンタンスープ ぎゅうにゅう もやし はくさい ほうれんそう ねぎ マンゴー 240mg 1.7g

9 ごはん いわしオレンジに こめ　でんぷん しいたけ　にんじん　たまねぎ　はくさい

木 いわしオレンジに ぶたにく　たまご あぶら　さとう にら　にんにく　しょうが　キャベツ　もやし 21.7g 14.4g

かきたまじる ぎゅうにゅう コーン　エリンギ　ピーマン　あかピーマン 276mg 1.8g

10 キラリもちむぎごはん ぶたにく　 こめ　キラリもちむぎ　あぶら にんにく　にんじん　たまねぎ

金 ポークハヤシ ベーコン デミソース　ハヤシルウ マッシュルーム　しめじ 18.0g 19.5g

いんげんソテー ぎゅうにゅう なまクリーム　バター　ゼリー トマト　いんげん　コーン 351mg 1.6g

13 ごはん とりにく　とうふ こめ　ごま　でんぷん しょうが　にんじん　キャベツ

月 とりからあげ にくだんご　あぶらあげ あぶら　さとう えのきたけ　ねぎ　れんこん 23.5g 16.7g

ちゃんこじる いわし　ぎゅうにゅう ごまあぶら こんにゃく　いんげん 361mg 1.8g

14 スパゲッティー ぶたにく　だいず　 スパゲッティー　オリーブゆ にんじん　たまねぎ　セロリー　にんにく

火 ナスいりミートソース スキムミルク　わかめ ハヤシルウ デミソース バター なす　マッシュルーム　トマト 22.6g 10.3g

ツナサラダ ツナ　チーズ　ジョア さとう  ドレッシング キャベツ　きゅうり　もやし　 764mg 1.6g

15 こくとうパン あじマスタードパンこやき パン　あぶら にんにく　たまねぎ　マッシュルーム

水 あじマスタードパンこやき とりにく　スキムミルク じゃがいも　ペンネ キャベツ　ほうれんそう　コーン 23.3g 19.1g

ミルクスープ ぎゅうにゅう　ベーコン ベシャメルソース　なまクリーム しめじ　ピーマン　あかピーマン　パセリ 420mg 2.1g

16 ごはん さけ　みそ　えいようだし こめ　ごまあぶら しょうが　ねぎ　にんじん　だいこん

木 さけのてりやき なまあげ　おしゃべりみそ ごま　あぶら　ウエハース えのきたけ　しめじ　こまつな　ねぎ 23.9g 19.2g

なまあげのみそしる ぶたにく　ぎゅうにゅう でんぷん　さとう たまねぎ　もやし　ピーマン　あかピーマン 564mg 1.6g

17 キラリもちむぎごはん ぶたにく　くきわかめ こめ　キラリもちむぎ　さとう にんにく　しょうが　にんじん　

金 ゆでらっかせい もずく　ハム　たまご らっかせい　ごま　はるさめ　 たまねぎ　もやし　にら　 21.9g 20.2g

プルコギどんのぐ ぎゅうにゅう ごまあぶら　ドレッシング ピーマン　あかピーマン 281mg 1.6g

20 ごはん まぐろフライ　ぶたにく こめ　あぶら　すいとん しいたけ　ごぼう　にんじん

月 まぐろフライ なまあげ　 じゃがいも　さとう だいこん　こんにゃく　ほうれんそう 22.9g 14.4g

すいとんじる ぎゅうにゅう ねぎ　たまねぎ 247mg 1.8g

21 げんまいいりごはん めだまやき　とりにく こめ　はつがげんまい にんじん　たまねぎ　キャベツ

火 めだまやき ぶたにく　いか じゃがいも　あぶら もやし　ほうれんそう　にんにく 23.6g 16.3g

カレースープ ぎゅうにゅう さとう　ミルメーク たけのこ　ピーマン　あかピーマン 259mg 1.9g

22 テーブルロールパン ぶたにく　たまご パン　オリーブゆ　じゃがいも にんにく　たまねぎ　にんじん　ピーマン

水 ムサカ とりにく　ヨーグルト こむぎこ　あぶら　ポタージュ トマト　マッシュルーム　コーン 20.8g 20.8g

コーンシチュー ぎゅうにゅう おじゃがもちボール マヨネーズ パセリ　キャベツ　しめじ　きゅうり　ごぼう 296mg 2.0g

27 ごはん ぶたにく　いわしだんご こめ　ごまあぶら　 しょうが　ねぎ　だいこん　

月 ぶたしょうがやき とうふ　あぶらあげ さとう　ごま にんじん　こまつな 21.6g 16.8g

つみれじる さつまあげ　ぎゅうにゅう しいたけ　はくとう 343mg 1.9g

28 ひやしちゅうかめん とりにく　たまご　 ちゅうかめん　てんぷらこ しょうが　にんにく　ねぎ

火 ささみてん ちゅうかくらげ　わかめ あぶら　さとう　ごま しいたけ　もやし　にんじん 25.3g 12.2g

ごまだれスープ ジョア ごまあぶら　 こまつな　きゅうり 284mg 2.1g

29 ごはん さば　おしゃべりみそ こめ　ごまあぶら　さとう しょうが　にんにく　ねぎ　しいたけ

水 さばピリからやき なまあげ　ぶたにく ごま　でんぷん にんじん　だいこん　ごぼう　こんにゃく 22.1g 21.9g

ごもくじる みそ　ぎゅうにゅう さといも たまねぎ　しめじ　キャベツ　もやし　 268mg 1.9g

30 ごはん いか　えいようだし　みそ　のり こめ　でんぷん　あぶら レモン　にんじん　だいこん

木 いかレモンソース ぶたにく　とうふ　あぶらあげ さとう　　じゃがいも ごぼう　こんにゃく　ねぎ　こまつな 24.3g 15.2g

とんじる ヨーグルト　ぎゅうにゅう ほうれんそう　キャベツ　もやし 397mg 1.6g

31 ナン ぶたにく　だいず ナン　あぶら　じゃがいも にんにく　しょうが　セロリー　たまねぎ

金 なつやさいのキーマカレー ベーコン　 いんげんまめ　ひよこまめ にんじん　トマト　なす　えのきたけ　しめじ 19.8g 17.9g

きのことコーンのソテー ぎゅうにゅう カレールウ エリンギ　コーン　こまつな　メロン 374mg 2.0g

基準栄養量 エネルギー　  490kcal ＊材料の都合により　 エネルギー 501kcal

たんぱく質 　　15～24g 献立を変更することがあります。 たんぱく質 21.7g

脂　　質　　   10～16g 脂　　質 16.9g

カルシウム　　  290mg カルシウム 346mg

塩　　分　  　   1.5g 塩　　分 1.8g

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。

＊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。

○

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。

525kcal

にくじゃがに

○

☆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。

510kcal

くきわかめともずくのサラダ

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

494kcal

チーズ

かみかみにぼし

〇

かみかみ煮干しは、九十九里でとれた
カタクチイワシを干したもので、食べや
すいように一尾ずつはらわたを取りの
ぞいてもらっています。

490kcal

れんこんのきんぴら

○
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。

523kcal

アセロラミルクゼリー

〇

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！

456kcal

やさいいため

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。

503kcal

マンゴー

〇

夏に食べる機会が多いそうめんとひや
むぎは、よく似ていますが、そうめんよ
りもひやむぎが太いという違いがありま
す。

516kcal

フルーツしらたま

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。

476kcal

じゃがいもとさつまあげのにもの

〇

467kcal

ちりめんあえ

○

504kcal

とうもろこし

〇

518kcal

はなやさいソテー

令和2年 予定献立表（ようちえん） 　匝瑳市学校給食センター
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エネルギー

ミルメーク

○

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。

507kcal

ガパオライスのぐ

○

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）

536kcal

ごぼうサラダ

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。

496kcal

きりぼしだいこんに

516kcal

513kcal

ジ

ョ
ア

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。

483kcal

ひやしちゅうかのぐ

はくとうコンポート

○

ウエハース

もやしのカレーいため

〇

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。

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。

ペンネソテー

〇
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。

532kcal

キャベツのみそいため

ヨーグルト

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。

516kcal

のりあえ

『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。

〇
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。

466kcal

メロン

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！


