
佐賀市中部学校給食センター

　　 　　　　 　 　

1群 2群 3群 ４群 5群 6群

肉・魚・卵 牛乳・小魚 穀物・イモ類

豆・豆製品 海藻類 砂糖

ご飯 牛乳 牛乳 米,強化米

いわしの生姜煮 いわし生姜煮

ひじきの煮物 丸天 ひじき 人参 グリンピース 砂糖 油

豚肉のチャンプルー 豚肉,ツナ,炒りたまご にがうり 太もやし,キャベツ 油

春雨スープ 蒲鉾 ほうれん草 春雨

ご飯 牛乳 牛乳 米,強化米

鶏の照り焼き 鶏肉 砂糖

肉じゃが 牛肉 人参 玉葱
じゃが芋,こんにゃく,
砂糖

油

すまし汁 豆腐 人参 えのき

ご飯 牛乳 牛乳 米,強化米

夏野菜カレー 牛肉,豚肉 トマト
玉葱,なす,ズッキーニ,黄パプリカ,
リンゴピューレ

油

チーズサラダ ハム チーズ 人参 キャベツ,きゅうり
イタリアンドレッシ
ング

グレープフルーツゼリー
ゼリーの素(ｸﾞﾚｰﾌﾟﾌﾙｰ
ﾂ)

ご飯 牛乳 牛乳 米,強化米

回鍋肉 豚肉,赤だしみそ 青ピーマン
キャベツ,玉葱,赤パプリカ,きくら
げ

砂糖 胡麻油

えびチリ えびフリッター 油

ほうれん草とベーコンのソテー ベーコン ほうれん草 コーン 油

たまごスープ 卵 こねぎ 玉葱

冷やし中華そば(麺) 牛乳 牛乳 中華めん 油

冷やし中華そば(具) ハム,錦糸卵 きゅうり

(一食冷やし中華スープ)

サーモンチーズフライ
サーモン磯の香チーズフ
ライ

油

豚肉となすの味噌炒め 豚肉,米みそ なす,玉葱 砂糖 油

わかめスープ わかめ 玉葱

ご飯 牛乳 牛乳 米,強化米

おろしハンバーグ 国産ミートハンバーグ こねぎ 大根 砂糖

牛ごぼうの甘辛煮 牛肉 ごぼう こんにゃく,砂糖 油

いかナゲット いかナゲット 油

厚揚げの味噌汁
絹厚揚げ,米みそ,合わせ味
噌

人参,こまつな

ご飯 牛乳 牛乳 米,強化米

スコッチエッグ スコッチエッグ

鶏肉のトマト煮 鶏肉 トマト 玉葱,マッシュルーム 砂糖 油

ブロッコリーソテー ウィンナー ブロッコリー 油

ラビオリスープ ラビオリ こまつな,人参

ご飯 牛乳 牛乳 米,強化米

ビビンバの具 牛肉 ほうれん草 白菜キムチ,もやし,赤パプリカ 胡麻油

春巻き パリパリの春巻 油

中華炒め 豚肉 人参 キャベツ 油

中華スープ ちくわ にら 玉葱

7
水

1
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2
金
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栄養価
エネルギー

☆都合により、献立内容が変更になることがあります。

日

体の組織を作る 体の調子を整える エネルギーになる

アレルギー

 緑黄色野菜  その他の野菜・果物  脂質

献立名

8
木

9
金

12
月

799kcal

794kcal

804kcal

814kcal

829kcal

802kcal

820kcal

859kcal

令和3年7月学校給食献立表

カルちゃん

お箸・スプーン・

フォークは各自で

持参してください。

7月の給食目標

スポーツと食事について考えよう

…落花生…エビ…牛乳・乳製品 …大豆…小麦 …卵 …カニ …そば

アレルギー表示記号

食物アレルギー対応食の提供については、魚介

類、甲殻類、果物類のみ対応しております。提

供にあたっては、申請書の提出や学校も交えた

面談等、事前の手続きが必要です。詳細は給食

センターへお問い合わせください。

TEL 0952-71-8090

食物アレルギー対応食について



1群 2群 3群 ４群 5群 6群

肉・魚・卵 牛乳・小魚 穀物・イモ類

豆・豆製品 海藻類 砂糖

栄養価
エネルギー日

体の組織を作る 体の調子を整える エネルギーになる

アレルギー

 緑黄色野菜  その他の野菜・果物  脂質

献立名

コッペパン 牛乳 牛乳 コッペパン

かぼちゃグラタン 鶏肉
スキムミルク,北海道
シュレッドチーズ

栗かぼちゃ,人参 玉葱,コーン,マッシュルーム マーガリン

ほうれん草オムレツ オムレツ

大豆のケチャップ煮 大豆,ウィンナー 玉葱 砂糖 油

オニオンスープ ベーコン 人参,パセリ 玉葱

ご飯 牛乳 牛乳 米,強化米

麻婆茄子 豚肉,赤だしみそ なす,白ねぎ,椎茸,たけのこ 砂糖 油,胡麻油

塩だれ炒め えび アスパラガス もやし 油

焼売 焼売

もやしスープ ちくわ 人参 もやし

ご飯 牛乳 牛乳 米,強化米

魚の香草パン粉焼き ホキ
マーガリン,マヨネー
ズ

おかずナポリタン ウィンナー 青ピーマン 玉葱 スパゲティ 油

アスパラガスソテー ベーコン アスパラガス 黄パプリカ 油

コンソメスープ 人参,パセリ 玉葱 じゃが芋

ご飯 牛乳 牛乳 米,強化米

豚肉のさっぱり煮 豚肉 玉葱,太もやし 砂糖 油

野菜炒め ウィンナー キャベツ,玉葱,ヤングコーン 油

餃子 ギョーザ

もずくｽｰﾌﾟ 豆腐 もずく

スパゲティ麺 牛乳 牛乳 パセリ スパゲティ 油

なすとひき肉のﾄﾏﾄｿｰｽ 牛肉,豚肉 トマト なす,玉葱,マッシュルーム 油

ポテトサラダ ベーコン きゅうり,玉葱,コーン じゃが芋 マヨネーズ

手作り青りんごゼリー ゼリーの素(青りんご)

ご飯 牛乳 牛乳 米,強化米

鶏肉の唐揚げ 鶏肉 油

スタミナ炒め 牛肉 青ピーマン キャベツ,玉葱,もやし 油

フルーツポンチ みかん,黄桃,パイン,すいか

830kcal

890kcal

13
火

14
水

15
木

16
金

19
月

20
火

709kcal

783kcal

790kcal

637kcal

☆衛生管理には十分注意をして、温かいものは温かく、冷たいものは冷たいままの状態で配送いたします。

☆給食費（1食250円）の中に牛乳代は含まれていません。

☆栄養価は牛乳を含めたエネルギー量です。

☆給食の準備・片付けについて☆

・食べ残しは、そのままの状態で返却してください。

・ソース、ふりかけ、牛乳のストローなどの袋、つまようじは、クラスに配るゴミ袋に入れてください。

カルちゃん

7月７日は「七夕」

昔、七⼣の⾏事では、⼩⻨粉と⽶粉を練り、縄の形にねじって油
で揚げた「索餅（さくぺい）」というお菓子をお供えし、無病息
災を願って食べられていました。それが、のちに「そうめん」を
食べるようになったといわれています。また、そうめんを天の川
に見立てたとか、糸に見立てて、裁縫の上達を願うなどの説もあ
ります。

七⼣飾りにはそれぞれ願いが込められています。
●短冊…学問や書道、習い事の上達
●折り鶴…家族の⻑寿
●吹流し…裁縫の上達
●巾着…金運の上昇
●屑かご…整理整頓ができ、物を粗末にしないように
●投網…大量や豊作

七夕飾りに込められた願い 行事食

7月７日は七⼣です。この日の夜、天の川の両側にある「ひこぼし：わし座のアルタイル」と「おりひめ：こと座のベガ」が
１年に１度だけ会うことができるという伝説に基づいた星祭りの⾏事です。
この日は、笹竹に願い事を書いた短冊や、折り紙などで作った吹流しや折り鶴などを飾り付けた笹飾りなどの七⼣飾りをし、

そうめんを食べる風習があります。


