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センター

小学校 中学校

ｋcal ｋcal

キムチチャーハン ぎゅうにゅう にんにく　しょうが　たまねぎ こめ　むぎ　ごまあぶら

（むぎいり） ぶたにく　ツナ ピーマン  はくさい　にんじん　 さとう　ごま 610 769

ぎゅうにゅう ワンタンスープ ベーコン だいこん　キャベツ　きゅうり　ねぎ ワンタン

チキンカレー かいそうサラダ ぎゅうにゅう たまねぎ　にんじん こめ　むぎ　あぶら

（むぎいり） とりにく　 にんにく　きゅうり じゃがいも　 632 791

ぎゅうにゅう かいそう　ハム とうもろこし

ごもくごはん ポークコロッケ ぎゅうにゅう にんじん　しいたけ　 こめ　むぎ　さとう

（むぎいり） キャベツのしおこんぶあえ ツナ　あぶらあげ　わかめ たまねぎ　キャベツ パンこ　あぶら 631 794

ぎゅうにゅう すましじる ぶたにく　こんぶ　とうふ ねぎ　 じゃがいも

むぎいりごはん はっぽうさい ぎゅうにゅう たまねぎ　にんじん　 こめ　むぎ　あぶら

火 ぎゅうにゅう ちゅうかサラダ ぶたにく　いか たけのこ　キャベツ　もやし かたくりこ　さとう 628 784

うずらたまご　ツナ チンゲンサイ　きゅうり さとう　はるさめ　

コッペパン ホキのこうそうやき ぎゅうにゅう パセリ　バジル　にんじん パン　パンこ　バター

ぎゅうにゅう やさいのスープに ホキ　 たまねぎ　キャベツ ノンエッグマヨネーズ 643 778

ウインナー チンゲンサイ　 じゃがいも　

むぎいりごはん いかのかりんあげ ぎゅうにゅう キャベツ　だいこん こめ　むぎ　あぶら

ぎゅうにゅう キャベツとたくあんのあえもの いか　ぶたにく　 たまねぎ　にんじん かたくりこ　ごま 700 874

ぶたにくじゃが こんにゃく　さやいんげん じゃがいも　さとう

むぎいりごはん さばのにつけ ぎゅうにゅう しょうが　こまつな　 こめ　むぎ　さとう

ぎゅうにゅう こまつなサラダ さば　ツナ　わかめ キャベツ　にんじん オリーブあぶら 634 773

みそしる あぶらあげ　みそ たまねぎ　なす　ねぎ

カレーピラフ こざかないりフライビーンズ ぎゅうにゅう たまねぎ　ピーマン　ねぎ こめ　むぎ　あぶら　

（むぎいり） コールスローサラダ ベーコン　だいず 赤ピーマン　キャベツ　きゅうり さとう　かたくりこ 635 801

ぎゅうにゅう ワカメともやしのスープ こざかな　ぶたにく　わかめ とうもろこし　もやし　

むぎいりごはん ぶたにくとあつあげのみそいため ぎゅうにゅう たけのこ　にら　にんじん こめ　むぎ　さとう

ぎゅうにゅう かぼちゃのサラダ ぶたにく　あつあげ　 かぼちゃ　たまねぎ あぶら　 727 902

あじつけのり みそ　ハム　のり きゅうり　 ノンエッグマヨネーズ

コッペパン てりやきチキン ぎゅうにゅう キャベツ　にんにく　 パン　あぶら　さとう

ぎゅうにゅう ゆでキャベツ とりにく　ベーコン たまねぎ　にんじん　 オリーブあぶら

ミネストローネ トマト　パセリ マカロニ

ぶどうゼリー ゼリー

むぎいりごはん あじのこがねやき ぎゅうにゅう パセリ　にんじん　たまねぎ こめ　むぎ　さとう

ぎゅうにゅう ひじきのかみかみサラダ あじ　ひじき こんにゃく　きゅうり　ねぎ ノンエッグマヨネーズ 639 797

なつやさいのみそしる あぶらあげ　みそ とうもろこし　なす　かぼちゃ　 ごま　ごまあぶら

むぎいりごはん とうふのみそあんか
け

ぎゅうにゅう しょうが　たまねぎ　こんにゃく こめ　むぎ　さとう

ぎゅうにゅう きんぴらごぼう とうふ　ぶたにく にんじん　しいたけ　 ごまあぶら　ごま 658 853

みそ　さつまあげ ごぼう　さやいんげん あぶら　

さつまいもごはん ししゃもフライ ぎゅうにゅう もやし　きゅうり　 こめ　さつまいも

ぎゅうにゅう きゅうりのしそあえ ししゃも　 にんじん　しそ あぶら　さといも 645 751

おつきみじる あぶらあげ　 だいこん　　ねぎ しらたまだんご

コッペパン とりにくのトマトソースかけ ぎゅうにゅう トマト　たまねぎ　にんにく パン　オリーブあぶら

ぎゅうにゅう フレンチサラダ とりにく　 バジル　とうもろこし じゃがいも 662 804

コーンチャウダー ベーコン にんじん　きゅうり　キャベツ さとう

むぎいりごはん さけのしおやき ぎゅうにゅう たまねぎ　にんじん こめ　むぎ　さとう

24 金 ぎゅうにゅう キャベツのうめあえ さけ　 さやいんげん　うめ じゃがいも　あぶら 617 772

じゃがいものうまに ちくわ　 こんにゃく　キャベツ

むぎいりごはん とりにくのからあげ ぎゅうにゅう しょうが　チンゲンサイ こめ　むぎ　あぶら　

ぎゅうにゅう チンゲンサイのかつおあえ とりにく　みそ　あぶらあげ キャベツ　にんじん かたくりこ　さとう 678 882

みそしる ちくわ　いとかつお たまねぎ　もやし　ねぎ じゃがいも

むぎいりごはん マーボーどうふ ぎゅうにゅう にんにく　しょうが　たまねぎ こめ　むぎ　あぶら

ぎゅうにゅう こまつなのナムル とうふ　ぶたにく にんじん　しいたけ　ねぎ さとう　かたくりこ 630 787

みそ　 たけのこ　こまつな　もやし ごまあぶら　ごま

コッペパン なすのグラタン ぎゅうにゅう たまねぎ　にんじん パン　あぶら　バター

ぎゅうにゅう やさいカレースープ ぶたにく　チーズ なす　キャベツ こむぎこ　パンこ 614 744

ウインナー チンゲンサイ じゃがいも

むぎいりごはん さんまのかばやき ぎゅうにゅう こまつな　もやし　 こめ　むぎ　あぶら

ぎゅうにゅう こまつなのごまあえ さんま　とうふ ごぼう　にんじん かたくりこ　さとう 676 848

けんちんじる だいこん　ねぎ ごま　さといも　

2日から

3日から

粥見小、飯高中、飯南中

柿野小、香肌小、宮前小

☆給食開始日のお知らせ☆
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きゅうしょく

献立表
こんだてひょう

日 曜日 献立名

食品名 エネルギー

血や肉になるもの
あか

体の調子をととのえるもの
みどり

体の熱や力になるもの
きいろ

10 金

2 木

きりぼしだいこんの
ツナあえ

3 金

6 月

7

8 水

9 木

13 月

14 火

15 水

27 月

707 896

16 木

17 金

21 火

和食
わしょく

の日
　ひ

（さつまいもごはん・牛乳
ぎゅうにゅう

・ししゃもフライ・きゅうりのしそ和
　　あ

え・お月見
　つき　　み

汁
じる

）

22 水

※　材料等の都合により、献立を変更する場合がありますので、ご了承ください。

28 火

29 水

30 木
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