
６月の目標

小学校 中学校

１群 ２群 ３群 ４群 ５群 ６群

肉・魚・卵・大豆 乳製品・海草・小魚 緑黄色野菜 その他の野菜・果物 穀類・芋・砂糖 油脂・種実類

パン 牛乳 パン 616 751

1 とり肉のてりやき とりにく 26.4 31.2

中華和え にんじん キャベツ　きゅうり　もやし さとう ごまあぶら

月 タイピーエン ぶたにく　さつまあげ にんじん　チンゲンサイ たまねぎ　たけのこ はるさめ

ごはん 牛乳　 こめ 601 760

2 肉みそ（アンダミスー） ぶたにく　あかみそ さとう 25.1 30.9

にんじんしりしり ツナ　たまご にんじん とうもろこし さとう ごまあぶら　ごま

火 もずくスープ とうふ もずく にんじん　こまつな たまねぎ　キャベツ　しめじ

冷凍パイン パイン

ごはん　　 牛乳　 こめ 619 795

3 あじのかりん揚げ あじ でんぷん　くろさとう あぶら　 24.6 30.3

五目なます ちくわ にんじん　こまつな だいこん　きゅうり さとう

水 じゃがいものみそし汁 とうふ　あぶらあげ　しろみそ にんじん　ねぎ たまねぎ　えのきたけ じゃがいも

ごはん 牛乳 こめ 608 803

4 焼きししゃも ししゃも 25.8 34.5

切り干しだいこんのかみかみ和え ローストだいず にんじん　ほうれんそう きりぼしだいこん　もやし さとう ごま

木 とり肉とごぼうの煮物 とりにく　なまあげ にんじん　いんげん ごぼう　たまねぎ　たけのこ　しいたけ さとう

ごはん 牛乳 こめ　 574 738

5 ぶた肉のしょうが焼き ぶたにく ピーマン たまねぎ　しょうが さとう 27.4 34.1

そらまめの塩ゆで そらまめ

金 魚そうめん汁 さかなそうめん　とうふ わかめ にんじん　こまつな たまねぎ　しめじ

パン　 牛乳 パン　 586 741

8 スパニッシュオムレツ ベーコン　たまご にんじん　いんげん たまねぎ じゃがいも 25.4 31.5

ゆでキャベツ キャベツ

月 大豆カレースープ ぶたにく　だいず にんじん　こまつな たまねぎ　もやし　

ごはん　 牛乳　 こめ 581 760

9 高菜チャーハンの具 とりにく　ツナ たかなづけ ごまあぶら 23.9 30.1

シューマイ シューマイ

火 わかめスープ とうふ わかめ にんじん　ほうれんそう たまねぎ　たけのこ　もやし　

ごはん 牛乳　 こめ　 593 766

10 こいわしのから揚げ こいわし でんぷん あぶら 21.1 25.8

キャベツのごまず和え にんじん キャベツ　きゅうり さとう ごま

水 はもだんごのすまし汁 はもいりだんご　あぶらあげ にんじん　こまつな たまねぎ　えのきたけ

パン 牛乳 パン 622 784

11 ウインナー ウインナー 27.4 35.2

イタリアンサラダ トマト　黄ピーマン キャベツ　きゅうり　 さとう オリーブオイル

木 麦のスープ とりにく にんじん　ほうれんそう たまねぎ　もやし むぎ

ヨーグルト ヨーグルト

ごはん 牛乳　 こめ 563 715

12 たいの塩焼き まだい（山口県産） 25.1 30.6

たけのこの土佐煮 さつまあげ　かつおぶし にんじん　いんげん たけのこ さとう

金 やかましいみそ汁 とうふ　あぶらあげ　みそ わかめ にんじん　こまつな たまねぎ　えのきたけ さつまいも

豆類・野菜

季節の魚（たい）

山口市で水揚げされた瀬戸内産の真鯛を使いました。山口県では、瀬戸内海側、日本海側とも真鯛がよくとれ、平成３０年の真鯛の漁獲量は全国６位となっています。今日は、
真鯛の味がよくわかるようにシンプルに塩焼きにしました。

緑黄色野菜・魚類

中華料理

今週は地場産週間とし、できるだけ山口県で作られた食材を使った献立を取り入れました。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。自然の恵みに感謝しながら、山口の味をいただきましょう。

地場産週間

魚類・いも類

季節の野菜

海藻・きのこ類

そらまめは、さやを天に向けて実ることから「空豆」、蚕が作るまゆの形に似ていることから「蚕豆」と書かれるといわれます。

タイピーエンは、もともとは中国福建省に伝わる料理で、明治時代に華僑によって日本に伝えられ、材料が日本風にアレンジされて現在のような料理になった
といわれています。今では熊本県の郷土料理に位置づけられ、学校給食にも登場するそうです。野菜がたくさん入った春雨スープです。

令和２年度６月

二島学校給食共同調理場　給食予定献立表

魚類・果物

中華料理

（二島中） 食育月間について知ろう　丈夫な歯をつくる食品をよくかんで食べよう

※牛乳は毎日つきます。

献　立　名
材　　　　　料　　　　　名

おもにエネルギーのもとになるおもに体を作るもとになる おもに体の調子をととのえる ｴﾈﾙｷﾞｰ（kcal）・たんぱく質（ｇ）

家庭でとりたい食品

行事食・旬の献立等

いも類・乳製品

肉類・野菜

魚類・いも類

沖縄料理

小魚・果物

乳製品・いも類

季節の魚（あじ）

6月3日は「あじの日」です。山口県の中型まき網漁業連合会と農林水産物需要拡大協議会が連携し、6月から7月にかけてたくさん獲れる「瀬つきあじ」のブ
ランド化の展開を図るため、平成9年に定めました。【瀬つき鯵】　瀬＝岩＝Rock（ロック）→６　　　鯵→参＝さん→３　　　６月３日
給食は「瀬つきあじ」ではありませんが、あじを油で揚げて、かりんとうのように甘辛く仕上げます。

ブックランチ

沖縄県の郷土料理を紹介します。15世紀から19世紀まで450年あまり、沖縄は琉球王国という、王さまが治める国でした。明治維新の後、琉球王国は日本の
沖縄県となりましたが、独自の文化は今でも色濃く残っています。
沖縄の食材で欠かすことができないのは豚肉でアグー豚などブランド肉もあります。ゴーヤーチャンプル、ソーキそば、ラフテーなどに豚肉が使われていてい
ます。給食の「アンダミスー」も豚肉とみそを炒めた常備菜です。

6月4日から歯と口の健康週間です。歯や口腔全体の健康について考えてみましょう。

「アランの歯は でっかいぞ こわーいぞ」よりブックランチ

アランはこわーいワニの一族。ジャングルではみんながこわがっていましたが、実はアランもみんなをこわがらせる努力をしていたんで

す。うろこをみがいたり、つめをとがらせたり、とくにおおきな歯は、いっぽんいっぽん10分かけてみがきます。ところが、アランの歯

は、じつは……？！ポップで鮮やかな色で描かれた楽しい絵本。アランのおおきな歯が、とても目を引きます。こわがらせることが生きが

いだったアランですが、あることをきっかけに大きく方向転換。楽しくて、ユーモラス。歯のたいせつさにも触れられます。



小学校 中学校

１群 ２群 ３群 ４群 ５群 ６群

肉・魚・卵・大豆 乳製品・海草・小魚 緑黄色野菜 その他の野菜・果物 穀類・芋・砂糖 油脂・種実類

パン 牛乳 パン 584 738

15 手作りハンバーグ ぶたひきにく　ぎゅうひきにく　とうふ にんじん たまねぎ パン粉 25.4 31.5

夏みかんサラダ 赤ピーマン キャベツ　きゅうり　あまなつみかん さとう あぶら

月 ＡＢＣスープ にんじん　パセリ たまねぎ　もやし じゃがいも　マカロニ

ごはん　　納豆 納豆 牛乳 こめ 561 737

16 厚焼きたまご たまご 22.3 29.2

野菜のごま和え ちくわ にんじん　ほうれんそう キャベツ　きゅうり さとう ごま

火 具だくさんみそ汁 とうふ　あかみそ わかめ にんじん　ねぎ たまねぎ　しめじ じゃがいも

ごはん 牛乳　 こめ 594 770

17 バンサンスウ ささみ にんじん キャベツ　きゅうり　もやし さとう　はるさめ ごまあぶら 21.9 26.8

マーボーなす ぶたひきにく　とうふ　みそ にんじん　ねぎ なす　たまねぎ　たけのこ　しいたけ

木 オレンジ オレンジ

ごはん 牛乳 こめ 581 742

18 さばのソース煮 さば しょうが さとう 27.6 33.6

キャベツのあまず和え にんじん キャベツ　きゅうり

木 とりごぼう汁 とりにく　とうふ　あぶらあげ にんじん　こまつな たまねぎ　ごぼう

わかめごはん 牛乳　わかめ こめ　 597 777

19 かき揚げ かぼちゃ たまねぎ　ごぼう こむぎこ あぶら 19.3 23.7

うどん汁 とりにく　 にんじん　ねぎ たまねぎ　しいたけ うどん

金 だいこんなます にんじん だいこん　きゅうり さとう

パン 牛乳 パン 659 796

22 ペンネのミートソース ぎゅうひきにく　ぶたひきにく にんじん　ピーマン　トマト たまねぎ　エリンギ ペンネ 24.1 29.4

海藻サラダ ささみ かいそう にんじん もやし　きゅうり さとう あぶら

月 手作りみかんゼリー みかん さとう

ごはん 牛乳 こめ 662 846

23 チキンなんばん とりにく こむぎこ　さとう あぶら 24.1 29.4

タルタルソース たまご ピクルス マヨネーズ

火 ピーマンのじゃこ炒め しらすぼし ピーマン ごま　あぶら

ごまみそ汁 あぶらあげ　しろみそ わかめ にんじん　ねぎ たまねぎ　えのきたけ じゃがいも

ごはん 牛乳　 こめ 608 798

24 いわしの梅煮 いわし さとう 27.3 33.5

たくあん和え にんじん キャベツ　きゅうり　たくあん

木 ぶた肉ととうふの炒め煮 ぶたにく　やきとうふ にんじん　いんげん たけのこ　もやし　たまねぎ

アップルパン 牛乳 りんご パン 625 794

25 ポテトグラタン とりにく チーズ　ぎゅうにゅう にんじん たまねぎ じゃがいも　パン粉 22.9 28.1

野菜スープ にんじん　こまつな たまねぎ　もやし　キャベツ

木 オレンジ オレンジ

ごはん 牛乳　 こめ　 672 857

26 手作りチキンカレー とりにく にんじん たまねぎ　グリンピース　りんご じゃがいも　こむぎこ バター 22.1 27.0

枝豆サラダ 赤ピーマン えだまめ　キャベツ　きゅうり さとう あぶら

金 ゴールドキウィフルーツ ゴールドキウィ

パン 牛乳 パン 616 777

29 白身魚のハニーマスタードソース ホキ はちみつ 28.1 34.1

ひじきツナサラダ ツナ ひじき 赤ピーマン キャベツ　きゅうり さとう あぶら

月 コンソメスープ ベーコン にんじん　チンゲンサイ たまねぎ　もやし　しめじ

ごはん 牛乳 こめ 569 731

30 スタミナ丼 ぶたにく　あかみそ にんじん　ピーマン たまねぎ　キャベツ　えのきたけ さとう ごま 24.3 30.0

ナムル ちくわ にんじん もやし　きゅうり さとう ごまあぶら

火 メロン メロン 季節の果物

野菜・魚類

豆類・いも類

乳製品・緑黄色野菜

海藻・いも類

魚類・豆製品

宮崎県
郷土料理

小魚・きのこ類

おもに体の調子をととのえる おもにエネルギーのもとになる献　立　名
材　　　　　料　　　　　名

家庭でとりたい食品

行事食・旬の献立等

豆類・いも類

豆類・海藻

豆類・小魚

乳製品・果物

中華料理

海藻・いも類

ｴﾈﾙｷﾞｰ（kcal）・たんぱく質（ｇ）

乳製品・果物

おもに体を作るもとになる

「行ってみたいな あんな町 こんな町」沖縄・鹿児島・宮崎・熊本・大分・長崎・佐賀 より

宮崎県の郷土料理を紹介します。神話と伝説のふるさと、高千穂。現在でも、神話の神々にまつわる場所や神事を大切にしてくらして

います。日向灘からは豊かな海の幸を授かり、肥沃な大地と温暖な気候はたくさんの野菜や果物の実りをもたらしてくれます。サトイモ

やキュウリの生産、鶏肉の消費量や煮干しの消費額などが日本一です。郷土料理はチキン南蛮が有名で、揚げた鶏肉を甘酢に漬けてタル

タルソースをたっぷりかけます。給食のタルタルソースは卵とピクルスとマヨネーズを混ぜる手作りです。お楽しみに！

食べることは、生きるために欠くことのできないものであり、健康
で心豊かな生活を送るためにとても大切なことです。子どもの時期の
食生活は、その後の心身の成長に大きな影響を与えます。この機会に、
日頃の食事のとり方や生活習慣について見直してみましょう。

「食育」とは、「知育」「徳育」「体育」の基礎となるもので、さまざまな経験や学習を通
して、生きるための必要な「食」に関する基本的な知識と、「食」を自ら選択できる

力を身に付け、生涯にわたって健康的な食生活を実践できる人を育てることです。学校でも

教育活動全体の中で「食育」を推進していますが、毎日の暮らしの中で、家庭でもぜひ意識

して取り組んでいただくことが大切です。家庭での食についても、ぜひこの機会に話し合っ

てみましょう。

6月は「食育月間」です


