
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

黒糖パン 牛乳 パン　こくとう 656 830

3 アジなサラダ アジ かいそう にんじん キャベツ　きゅうり　えだまめ さとう あぶら　カシューナッツ 26.1 32.3

コーンクリームスープ ベーコン 牛乳 にんじん　ほうれんそう たまねぎ　とうころこし　しめじ じゃがいも バター

月 オレンジ オレンジ

ごはん 牛乳 こめ 595 773

4 焼きししゃも ししやも 26.0 33.8

切り干し大根の酢のもの わかめ きりぼしだいこん　きゅうり さとう

火 牛肉とごぼうのうま煮 ぎゅうにく　なまあげ にんじん　いんげん ごぼう　しいたけ　たけのこ　たまねぎ　こんにゃく さとう

ごはん 牛乳　 こめ 628 811

5 チキンチキンごぼう とりにく ごぼう　えだまめ　 でんぷん　さとう あぶら 23.3 28.6

くきわかめの和えもの くきわかめ キャベツ　きゅうり

水 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　えのきたけ

パン 牛乳 パン 672 818

6 鶏肉のマーマレード煮 とりにく マーマレード 31.3 37.0

ひじきとツナのサラダ ツナ ひじき にんじん キャベツ　きゅうり さとう あぶら　アーモンド

木 ふわふわスープ ベーコン　たまご こなチーズ にんじん　ほうれんそう たまねぎ じゃがいも

ごはん 牛乳 こめ 585 752

7 豚肉のしょうが焼き ぶたにく ピーマン たまねぎ　しょうが さとう あぶら 26.7 33.1

うめおかか和え かつおぶし にんじん　こまつな キャベツ　うめ さとう

金 高野豆腐のみそ汁 こうやどうふ　あぶらあげ　みそ にんじん　ねぎ たまねぎ　しめじ さつまいも

パン　 牛乳 パン　 619 770

10 スパニッシュオムレツ たまご　ベーコン にんじん　ピーマン たまねぎ じゃがいも あぶら 25.5 31.6

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 578 756

11 高菜チャーハンの具 とりにく　ツナ たかな ごまあぶら 23.9 30.2

蒸しシューマイ シューマイ

火 わかめスープ とうふ わかめ にんじん　チンゲンサイ たけのこ　もやし　たまねぎ　しいたけ

ごはん　納豆 なっとう 牛乳　 こめ 600 737

12 厚焼きたまご たまご 25.6 29.2

ほうれんそうのごま和え ちくわ ほうれんそう キャベツ　きゅうり さとう ごま

水 やかましいみそ汁 とうふ　みそ わかめ にんじん　ねぎ たまねぎ　しいたけ じゃがいも

コーン枝豆ライス 牛乳 とうもろこし　えだまめ こめ バター 596 776

13 ウインナー ウインナー 20.8 25.3

イタリアンサラダ 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 ぶたにく にんじん　こまつな たまねぎ　もやし むぎ

ごはん　小野茶ムース 牛乳　ムース こめ　 538 757

14 鯛の塩焼き たい 25.8 33.0

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 沢煮椀（さわにわん） ぶたにく にんじん　こまつな たまねぎ　ごぼう　こんにゃく　しいたけ でんぷん

令和元年度６月

二島学校給食共同調理場　給食予定献立表

　　（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

おもに体を作るもとになる 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 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

豆類・海藻

旬の魚
（アジ）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、平成9年に定めました。6月から7月に

かけてアジがたくさん捕れ、1年を通じてこの季節のアジが最も脂がのっておいしいとされています。

緑黄色野菜・果物

かみかみ
メニュー６月４日～１０日の一週間は、「歯と口の健康週間」です。今日の給食では、かみ応えのある食材や丈夫な歯を作るカルシウムを多く含む食材を取り入れました。

いも類・乳製品

かみかみ
メニューごぼうは歯ごたえと香りがあり、土の中にできる野菜です。食物繊維を多く含んでいて、おなかの調子をととのえ、掃除をしてくれます。

魚・野菜

ひじきはわかめやこんぶなどと同じ海藻のなかまです。みなさんの血を作る鉄や、骨や歯を丈夫にするカルシウムが多く含まれています。

海藻・果物

しょうが焼きの豚肉は、からだの疲れをとるビタミンＢ１があり、たまねぎと一緒に食べるとさらに働きがよくなります。

小魚・きのこ

地場産週間
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。

緑黄色野菜・いも類

中華料理
シューマイというのは、もともとは食事のおかずではなく、食事と食事の間に食べる飲茶として食べられるものでした。山口県産の豚肉を使ったシュ－マイです。

魚・果物

朝ごはんを食べていますか？脳にしっかり栄養を送るためにごはんやパンなどの炭水化物をとりましょう。また、朝は体温が下がっていま
す。その体温を上げるためには、卵やお肉、お魚、納豆などタンパク質をとりましょう。排便を促すためにも、野菜や果物もとりましょう。

豆類・いも類

えだまめは、大豆を未熟なうちに収穫したもので、むかしは枝付きのままゆでていたのでこの名まえがあります。元は大豆ですが、豆のなかまではなく、野菜のなかまにはいります。

海藻・豆類

旬の魚
（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２８年の真鯛の漁獲量は

全国３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。

６月４日～１０日は 歯と口の健康週間 です・・・・・
歯は一生使い続けるものです。いつまでも自分の歯で食べ続け

られるように、歯の健康を守り、丈夫にする食生活を心がけましょう。

あ・た・し・歯（は）・
が・命（い・の・ち）

給食でもカミカミ食品を積極的に

使っています。ご家庭でもよくかんで

食べる習慣をつけるといいですね。



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

17
月
ごはん 牛乳 こめ 662 846

18 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 パセリ ピクルス マヨネーズ

ピーマンのじゃこ炒め しらすぼし ピーマン　にんじん ごま　ごまあぶら

火 たまねぎの白みそ汁 とうふ　あぶらあげ　みそ わかめ にんじん　ねぎ たまねぎ　えのきたけ

ごはん 牛乳 こめ 608 798

19 いわしのしょうが煮 いわし 27.3 33.5

たくあん和え キャベツ　きゅうり　たくあん ごま

水 豚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 さとう

パン　 牛乳 パン 612 776

20 トマトクリームスパゲティ ベーコン 牛乳 にんじん　トマト　ほうれんそう たまねぎ　しめじ スパゲティ　こむぎこ バター 20.9 25.8

ツナサラダ ツナ キャベツ　きゅうり　たまねぎ さとう あぶら

木 スライスパイン パイン

ごはん 牛乳 こめ 594 770

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

マーボーなす ぶたにく　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 さとう ごまあぶら

金 オレンジ オレンジ

パン 牛乳　 パン 616 751

24 鶏肉の照り焼き 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 593 759

25 スタミナどんぶり ぶたにく　みそ にんじん　ピーマン たまねぎ　キャベツ　しめじ でんぷん ごま 26.8 33.0

ナムル ちくわ にんじん きゅうり　もやし さとう ごまあぶら

火 メロン メロン

ごはん 牛乳 こめ 655 815

26 さばのソース煮 さば しょうが さとう 30.0 35.0

キャベツのあま酢和え にんじん キャベツ　きゅうり さとう

水 がんもとなすのみそがらめ とりにく　がんもどき　みそ にんじん　いんげん なす　たまねぎ　しょうが さとう

ごはん 牛乳　 こめ 637 814

27 きすフライ きす こむぎこ　パンこ あぶら 23.9 29.3

切り干し大根のベーコン煮 ベーコン　さつまあげ にんじん　いんげん きりぼしだいこん さとう ごまあぶら

木 とうふのすまし汁 とうふ　 わかめ にんじん　 たまねぎ　えのきたけ 　

ごはん 牛乳 こめ　 672 857

28 手作りチキンカレー とりにく にんじん グリンピース　たまねぎ　りんご じゃがいも　こむぎこ バター 22.1 27

枝豆サラダ ピーマン えだまめ　とうもろこし　キャベツ　きゅうり さとう あぶら

金 キウィフルーツ キウィフルーツ

おもにエネルギーのもとになる 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

魚・いも類

給食はありません

献　立　名
材　　　　　料　　　　　名

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

宮崎県郷土料理

宮崎県の郷土料理です。宮崎県は九州地方の南に位置し、温かい気候を利用してたくさんの野菜が作られています。その中で今日はピーマンを使った炒め物にしました。

乳製品・緑黄色野菜

食育の日今月は食育月間です。毎月19日を食育の日として食べることについて考える日となっています。食べ物はみなさんの体を作ります。食べ方
で心を作ります。どんな食べ物を食べたら良いのか、どんな風に食事をしたら良いのか考えて見ましょう。

豆類・小魚

スパゲティは、小麦粉で作った麺類で、デュラム小麦からつくられた小麦粉とオリーブオイルでペースト状にねった生地からつくられ、それらをまとめてパスタとよばれます。

緑黄色野菜・いも類

中華料理
中華料理で合わせてみました。日本は昔から中国文化の影響を受けてきたので、食べ物も豆腐、うどん、まんじゅうなど中国から伝わって日本の料理になったものが多くあります。

豆類・海藻

中華料理タイピーエンは、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。

小魚・いも類

旬の果物
（メロン）メロンは6月から7月にかけてよく出回ります。ビタミンCやＡが多く体の調子を整えるはたらきがあります。食物繊維が少ないので、胃にや

さしいことから調子の悪いときでも簡単に栄養をとることができます。

乳製品・緑黄色野菜

キウィフルーツには、ビタミンのほか腸内環境を整える食物繊維や塩分の排出を促すカリウムなどが含まれています。ゴールドキウィを出す予定です。

旬の野菜
（なす）なすは夏野菜の代表で、6月から9月に出回ります。なすは体の中の熱を下げるはたらきがあるので、夏にはぴったりの食材です。

いも類・果物

旬の魚
（きす）魚へんに喜ぶと書き、6月から7月頃が旬で最もおいしくなります。白身の魚で、たんぱく質をたくさん含み、また脂肪は少なく、あっさりとした上品な味であることから日本料理に珍重されています。

魚・豆類

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


