
 日

曜日 たんぱく質 無機質 ビタミンＡ ビタミンＣ・食物繊維 炭水化物 脂肪

ごはん　牛乳 牛乳 米

1 チキンチキンごぼう 鶏肉 ごぼう　枝豆
かたくり粉
砂糖 油

じゃがいもみそ汁 豆腐　味噌 小松菜 玉ねぎ　しめじ じゃがいも

月 はちみつレモンゼリー レモン ゼリー

家庭でとろう

ごはん　牛乳 牛乳 米

2 さばの味噌煮 さば　味噌

野菜炒め 豚肉 にんじん　小松菜 キャベツ 油　ごま油

火 すまし汁
豆腐　油揚げ
かまぼこ にんじん　ねぎ 玉ねぎ　えのきたけ

家庭でとろう

小さめアップルパン りんご パン

3 牛乳 牛乳

ソーススパゲッティ 豚肉　平天 にんじん　ねぎ 玉ねぎ　キャベツ　にんにく スパゲッティ 油

水 ハムと野菜のサラダ ハム にんじん
キャベツ　きゅうり
とうもろこし　レモン 砂糖 オリーブ油

家庭でとろう

わかめごはん　牛乳
わかめ
牛乳 米

4 鶏肉とごぼうの煮物 鶏肉　生揚げ
にんじん
さやいんげん

ごぼう　しょうが　しいたけ
たけのこ　玉ねぎ こんにゃく　砂糖 油

アーモンド和え ほうれん草 キャベツ　もやし 砂糖 アーモンド

木 冷凍ピーチ 黄桃

家庭でとろう

ごはん　牛乳 牛乳 米

5 ユーリンチー 鶏肉 白ねぎ　しょうが
かたくり粉　小麦粉
砂糖 油　ごま油

春雨サラダ にんじん もやし　きゅうり 春雨　砂糖
ごま
ごま油

金 中華スープ 豚肉 わかめ にんじん　にら 玉ねぎ じゃがいも

家庭でとろう

ハヤシライス 牛肉 にんじん
にんにく　しょうが　玉ねぎ
しめじ　枝豆 米 油

8 牛乳 牛乳

コーンサラダ ツナ
とうもろこし　キャベツ
きゅうり

月 ヨーグルト ヨーグルト

家庭でとろう

ごはん　牛乳 牛乳 米

9 豚肉のみぞれ煮 豚肉 しょうが　大根　白ねぎ 砂糖 ごま

そえ野菜 ブロッコリー

火 みそ汁　 豆腐　油揚げ　味噌 にんじん　小松菜 玉ねぎ じゃがいも

うまかってん 黒大豆　大豆
いりこ
昆布 あおさ クラッカー　砂糖

ごま
アーモンド

家庭でとろう

コッペパン　夏みかんジャム　牛乳 牛乳 パン　ジャム

10 鶏肉のチーズフレーク焼き 鶏肉　 粉チーズ
小麦粉
コーンフレーク オリーブ油

ゆで枝豆 枝豆

水 野菜のスープ煮 ベーコン
ブロッコリー
にんじん 玉ねぎ　キャベツ　しめじ じゃがいも

家庭でとろう

ごはん　牛乳 牛乳 米

11 チキン南蛮 鶏肉
かたくり粉
砂糖 油

きゅうりとささみのごま酢和え 鶏肉
ほうれん草
にんじん きゅうり 砂糖

ごま
ごま油

木 魚そうめん汁
魚そうめん（イトヨリ）
生揚げ にんじん　ねぎ 玉ねぎ　えのきたけ

家庭でとろう

和風ビビンバ 豚肉 ほうれん草
玉ねぎ　ごぼう　しょうが
白菜キムチ　たくあん 米

ごま　油
ごま油

12 牛乳 牛乳

わかめとじゃがいものスープ わかめ にんじん　ねぎ たけのこ　玉ねぎ　えのきたけ じゃがいも

金 フルーツミックス みかん　パイナップル　もも
ゼリー(りんご、にんじん、
かぼちゃ、オレンジ)

家庭でとろう

　

米　コッペパン　牛乳　大豆　鶏肉
卵　ハモ　玉ねぎ　たけのこ　ねぎ

大根　きゅうり等

　山口市を流れる椹野川ではあゆ釣りを楽しむことができます。（ただし、
獲ってもよい時期は決められています。）
　あゆのすみやすい環境は、水がきれいで、エサであるコケが生えているとこ
ろです。
　給食のあゆの甘露煮は、平川にある椹野川漁協の方が心を込めて作ってくだ
さったものを使います。川魚特有のくさみはなく、身がふっくらしていて、と
ても食べやすいです。

特になし

《給食回数　２２回》

ビビンバの具をごはんにかけて配膳し、混ぜて食べましょう。 魚介類

《　今　月　の　予　定　》 《今月の地産地消食材》 　　《今月のピックアップ料理！》　　～16日　あゆの甘露煮～

25.1
中華スープ　塩
酒　醤油　こしょう 344

9.1

かつお昆布だし　醤油 3.3

【宮崎県の料理】チキン南蛮は宮崎県発祥の料理です。 淡色野菜

中華スープ　醤油
酒 767

778
塩　こしょう
酢　醤油 32.0

酢　醤油 357

塩 351
白ワイン　塩
コンソメ　こしょう 7.4

粉チーズとコーンフレークを衣に使い、鶏肉を香ばしく焼きます。 豆・豆製品

『みぞれ』とは、大根おろしのことをいいます。 海藻類

846

塩　こしょう 37

塩 379

煮干しだし 6.0
ひまわりの種
かぼちゃの種　松の実

きゅうりは食べると体の余分な熱を下げる効果があります。 緑黄色野菜

885

酒　みりん　醤油 35.4

26.2
ノンエッグマヨネーズ
塩　こしょう 356

5.1

中華スープ　塩
醤油　こしょう 3.5

ユーリンチーは、油で揚げた鶏肉に、ねぎや醤油などで作った香味だれをかけた料理です。 乳製品

ハヤシルウ　ケチャップ
デミグラスソース 817

811

酢　醤油 27.0

酢　醤油 283

醤油 401

8.2

【6/4～6/10 歯と口の健康週間】今日は、よくかむことを意識した献立です。一口何回かんでいますか。 豆・豆製品

給食の前にしっかり手を洗っていますか。きれいな手で給食の準備をしましょう。 魚介類

762

酒　みりん　醤油 26.4

30.1
焼きそばソース　ソース
コンソメ　塩　こしょう 339

酢　塩　こしょう 6.2

かつおだし　醤油　塩 3.4

さばにはDHAやEPAが多く含まれていて、脳の働きをよくしたり、血液をサラサラにしたりする働きがあります。 いも類

827

726

27.1

塩　こしょう　醤油 453

煮干しだし 327

5.6

給食では煮干しだしを使うことが多いです。うまみをしっかり出して、汁物を作ります。 緑黄色野菜

熱量      kcal
たんぱく質  g

カルシウム  mg
食物繊維     mg

951

醤油　酒　みりん 27.7

6 　月　給　食　献　立　表
山口市立阿知須学校給食センター

　　       令和2年
(中学校版)

献　　立　　名
主に体の組織をつくる 主に体の調子を整える 主にエネルギーになる

調味料等

☆県産食材は「学校給食県産

食材利用拡大事業」により、

JAグループ山口、水産関係

団体、山口県などから一部助

成を受けています。



 日

曜日 たんぱく質 無機質 ビタミンＡ ビタミンＣ・食物繊維 炭水化物 脂肪

ごはん　牛乳 牛乳 米

15 鶏のカレー唐揚げ 鶏肉
小麦粉
かたくり粉 油

茎わかめ和え 茎わかめ キャベツ　きゅうり ごま

月 小野茶麺汁 かまぼこ　豆腐 にんじん　ねぎ 玉ねぎ　しいたけ 小野茶麺

家庭でとろう

ごはん　牛乳 牛乳 米

16 あゆの甘露煮 あゆ

ひじきと大豆の煮物 大豆　平天 ひじき にんじん こんにゃく　砂糖 油

火 はも入り団子汁　ゆずきちゼリー
はも　スケソウダラ
油揚げ にんじん　小松菜 玉ねぎ　大根　しいたけ ゆずきちゼリー

家庭でとろう

コッペパン　牛乳 牛乳 パン

17 クリームシチュー 鶏肉 牛乳
にんじん
ほうれん草 玉ねぎ じゃがいも　小麦粉 バター　油

ゆずきちサラダ にんじん
大根　キャベツ　きゅうり
ゆずきち果汁 砂糖 油

水 県産みかんゼリー みかん ゼリー

家庭でとろう

しそわかめごはん　牛乳
わかめ
牛乳 しそ 米 ごま

18 県産牛肉コロッケ 牛肉 玉ねぎ
じゃがいも
パン粉 油

じゃこ和え かつお節 しらすぼし にんじん
キャベツ　玉ねぎ
きゅうり 油

木 かきたま汁 豆腐　卵 ねぎ 玉ねぎ
じゃがいも
かたくり粉

家庭でとろう

ごはん　牛乳 牛乳 米

19 麻婆豆腐 豚肉　豆腐　味噌 にんじん　ねぎ
玉ねぎ　たけのこ　しいたけ
にんにく　しょうが 砂糖　かたくり粉 ごま油

厚焼きたまご 卵

金 酢の物 わかめ 大根　きゅうり 砂糖

家庭でとろう

ごはん　牛乳 牛乳 米

22 鶏肉のスタミナ焼き 鶏肉 ヨーグルト にんにく　しょうが

ごま酢和え ツナ にんじん キャベツ　きゅうり　もやし 砂糖 ごま

月 具だくさんみそ汁 生揚げ　味噌 にんじん　ねぎ 玉ねぎ　しめじ じゃがいも

家庭でとろう

ごはん　牛乳 牛乳 米

23 牛肉
ピーマン
赤ピーマン たけのこ　にんにく

じゃがいも　砂糖
かたくり粉 ごま油

ワンタンスープ 鶏肉
にんじん
チンゲンサイ 玉ねぎ　しいたけ　もやし タンメン

火 大豆といりこのごまがらめ 大豆 いりこ 砂糖 ごま

家庭でとろう

黒糖パン　牛乳 牛乳 黒糖パン

24 かぼちゃひき肉フライ 豚肉 かぼちゃ 玉ねぎ
小麦粉　パン粉
かたくり粉 油

カレードレッシングサラダ ツナ もやし　きゅうり 砂糖 油

水 麦と豆のスープ ベーコン　白いんげん豆
にんじん　トマト
チンゲンサイ 玉ねぎ　キャベツ　とうもろこし 押麦

家庭でとろう

枝豆ゆかりごはん　牛乳 牛乳 枝豆　しそ 米

25 さわらの西京焼き さわら　味噌

かみかみきんぴら 平天　大豆 ひじき
にんじん
さやいんげん ごぼう 砂糖

ごま
ごま油

木 もずく汁 豆腐 もずく
にんじん
ほうれん草 えのきたけ

家庭でとろう

ごはん　牛乳 牛乳 米

26 豆腐の中華煮 豆腐　豚肉
にんじん
チンゲンサイ

しょうが　大根　玉ねぎ
しいたけ かたくり粉 ごま油

棒棒鶏（バンバンジー） 鶏肉　味噌 にんじん
きゅうり　もやし
にんにく　しょうが 砂糖

ごま
ごま油

金 チーズ チーズ

家庭でとろう

手作りルウのビーフカレーライス 牛肉 にんじん
玉ねぎ　枝豆　にんにく
しょうが　りんご

じゃがいも　砂糖
小麦粉　米 バター　油

29 牛乳 牛乳

海藻サラダ ツナ わかめ にんじん
キャベツ　きゅうり
とうもろこし 砂糖 油

月 パインゼリー パイナップル ゼリー

家庭でとろう

ごはん　牛乳 牛乳 米

30 鶏肉のレモン漬け 鶏肉 レモン果汁 砂糖 油

アーモンド入りかみかみ和え にんじん 切干大根　きゅうり 砂糖
アーモンド
ごま

火 豆乳のみそ汁 豆腐　豆乳　みそ にんじん　ねぎ 玉ねぎ　キャベツ　えのきたけ さつまいも

家庭でとろうみそ汁は具だくさんにすることで、野菜をたっぷりとることができます。 緑黄色野菜

醤油 30.3

醤油 372

煮干しだし 6.3

6.9

給食センターでは、数種類のスパイスを使ってカレールウを手作りしています。 魚介類

884

牛乳やチーズなど乳製品には、カルシウムが豊富に含まれています。積極的に食べるようにしましょう。 海藻類
カレー粉　ガラムマサラ
パプリカ　クミン　バジル
ターメリック　ケチャップ
コンソメ　ソース　醤油

804

24
酢　醤油
塩　こしょう 300

中華スープ　醤油
塩　こしょう　酒 32.5
酢　醤油　コチジャン
棒棒鶏ドレッシング 640

4.0

かつお昆布だし
醤油 6.1

日本人の伝統的な食事は「主食、主菜、副菜」を組み合わせた和食です。野菜も積極的にとりましょう。 淡色野菜

762

730

31.1
醤油　みりん　酒
唐辛子 367

26.6

酢　塩　カレー粉 369

コンソメ　塩　こしょう 7.5

豆類を好き嫌いせずに食べていますか。スープに白いんげん豆を使っています。 いも類

醤油　みりん 5.7

チンジャオロースーは、ピーマンと豚肉を細切りにした炒め物です。今日は牛肉で作ります。 果物

821

808

チンジャオロースー
醤油　酒　塩　こしょう
オイスターソース 33.2
中華スープ　醤油
塩　こしょう 390

酢　醤油　塩 379

煮干しだし 4.4

じゃがいもにはビタミンCが多く含まれています。 海藻類

【地場産給食⑤　６月１９日は食育の日】給食の豆腐は、山口県産大豆サチユタカを使っています。 いも類

784

醤油　みりん 31.6

中華スープ　醤油　酒
豆板醤 34.7

399

酢　醤油 4.6

かつお昆布だし
醤油　塩 3.6

【地場産給食④】今日の地場産物は米、牛乳、コロッケ、しらすぼし、キャベツ、きゅうり、玉ねぎ、豆腐、卵、ねぎです。 緑黄色野菜

810

778

24.3

酢　塩　醤油 331

醤油　塩 409

6.1

【地場産給食③】長門ゆずきちは、昭和40年ごろから栽培されている山口県オリジナル柑橘です。 海藻類

【地場産給食②】あゆの甘露煮は、山口市の特産品です。甘辛く炊いてあり、白ご飯によくあいます。 果物

828

コンソメ　塩　こしょう 27

26.4

醤油　酒　みりん 393
かつお昆布だし
醤油　みりん 4.5

かつお昆布だし
醤油 3.0

【地場産週間①】今日から１週間は、地元産、山口県産の食材をふんだんに使用した献立です。 緑黄色野菜

746

740

塩　こしょう　カレー粉 29.4

醤油 300

献　　立　　名
主に体の組織をつくる 主に体の調子を整える 主にエネルギーになる

調味料等

熱量      kcal
たんぱく質  g

カルシウム  mg
食物繊維     mg


