
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

夏野菜カレー 牛肉,豚肉 トマト 玉葱,黄パプリカ,ズッキーニ,リンゴ 油

ポテトサラダ ハム きゅうり,玉葱,コーン じゃがいも マヨネーズ

オレンジ オレンジ

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

コールスローサラダ アスパラガス,人参 キャベツ,コーン コールスロードレッシング

手作り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

揚げ鶏のおろしだれ 鶏肉 こねぎ 大根 砂糖 油,胡麻油

じゃがバター じゃがいも 有塩バター

いんげんのソテー ベーコン いんげん 赤パプリカ 油

えび団子スープ えび団子 人参 しめじ

ご飯 牛乳 牛乳 米,強化米

いわしの生姜煮 いわし生姜煮

野菜のじゃこ炒め 油揚 ちりめんじゃこ こまつな 砂糖 いりごま,胡麻油

肉豆腐 牛肉,豆腐 人参 白菜,大ねぎ,椎茸 こんにゃく,砂糖 油

大根の味噌汁 米みそ,合わせ味噌 人参,こねぎ 大根

ラーメン(麺) 牛乳 牛乳 中華めん 油

塩ラーメンスープ 焼豚 大ねぎ,きくらげ

冷しゃぶサラダ 豚肉 青ピーマン,人参 キャベツ

1食ごまドレッシング ごまドレッシング

七夕ゼリー 七夕ゼリー

ご飯 牛乳 牛乳 米,強化米

酢豚 豚肉 青ピーマン,人参 たけのこ,椎茸,玉葱 砂糖 油,胡麻油

蒸し餃子 ギョーザ

もやしのチャンプルー ちくわ,ツナ,炒りたまご にがうり もやし,キャベツ 油

中華スープ 人参 えのき,大ねぎ

ご飯 牛乳 牛乳 米,強化米

牛肉の香味炒め 牛肉 大ねぎ 砂糖 胡麻油,いりごま

ししゃもフライ ししゃもフライ 油

根菜金平 人参 ごぼう,れんこん 砂糖 胡麻油

なすの味噌汁 米みそ,合わせ味噌 こねぎ なす,玉葱

食パン 牛乳 牛乳 食パン

きな粉クリーム きな粉クリーム

デミグラスソースハンバーグ ハンバーグ 玉葱 油

青のりポテト 青のり じゃがいも 油

ベーコンとキャベツのソテー ベーコン キャベツ,赤パプリカ,玉葱 油

コーンスープ 豚肉 スキムミルク 人参,パセリ 玉葱,コーンクリーム,コーン


緑黄色野菜 
その他の野菜・果物 
脂質

アレルギー

1
金

献立名

体の組織を作る 体の調子を整える

日

４
月

５
火

6
水

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。

810kcal

739kcal

838kcal

775kcal

762kcal

エネルギーになる

847kcal

685kcal

7
木

8
金

１１
月

710kcal

1２
火

てっちゃん

カルちゃん

令和4年7月学校給食献立表

７月の給食目標

スポーツと食事について考えよう

旬の食材

鰯、にがうり、なす、ピーマン、

ズッキーニ、すいか

お箸・スプーン等は各自で持参して

ください。

献立の内容に合わせ「お箸」

「スプーン」のマークを表示してお

りますので準備する際の参考にして

ください。

アレルギー表示記号

…落花生

…牛乳・乳製品…小麦 …卵

…カニ …そば

…大豆

…エビ

カルちゃん

七夕献立



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

緑黄色野菜 
その他の野菜・果物 
脂質

アレルギー献立名

体の組織を作る 体の調子を整える

日
栄養価

エネルギー

エネルギーになる

ご飯 牛乳 牛乳 米,強化米

豚の生姜焼き 豚肉 玉葱 砂糖 油

揚げ焼売 焼売 油

塩ダレ炒め ちくわ こまつな もやし,きくらげ 油

春雨スープ 人参 玉葱 春雨

ご飯 牛乳 牛乳 米,強化米

白身魚のラタトゥイユソースかけ ホキ トマト ズッキーニ,黄パプリカ,玉葱 オリーブ油

彩り野菜とキャベツのミンチカツ 彩り野菜とキャベツのミンチカツ 油

野菜ソテー ウィンナー 青ピーマン,人参 キャベツ 油

すいか入りフルーツポンチ パイン,みかん,黄桃,すいか

ご飯 牛乳 牛乳 米,強化米

チキンカツ チキンカツ 油

ひじきの炒り煮 丸天 ひじき 人参 枝豆 砂糖 油

野菜のオイスターソース炒め ベーコン キャベツ,玉葱,赤パプリカ 油

納豆 納豆

豚汁 豚肉,合わせ味噌,米みそ 人参,こねぎ 大根 こんにゃく

ご飯 牛乳 牛乳 米,強化米

インド豆カレー 豚肉,ミックスビーンズ 人参 玉葱,グリンピース,リンゴ じゃがいも 油

マカロニサラダ ハム 人参 玉葱,キャベツ マカロニ マヨネーズ

手作りぶどうゼリー ｾﾞﾘｰの素(ｸﾞﾚｰﾌ)ﾟ

ご飯 牛乳 牛乳 米,強化米

鶏のから揚げ 鶏肉 油

野菜炒め 豚肉 キャベツ,赤パプリカ,コーン 油

厚揚げとれんこんの煮物 厚揚げ れんこん,グリンピース 砂糖

かきたま汁 卵 こねぎ 玉葱

1９
火

864kcal

806kcal

855kcal

15
金

13
水

20
水

723kcal

866kcal

1４
木

18
月 海の日

☆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。

給食に使用している旬の食材

ピーマンはフランス語で「唐辛子」を意味

する「ピマン」から名付けられたそうです。

免疫力を高めるといわれるビタミンCやカ

ロテンが豊富。ピーマンのビタミンCは加

熱しても壊れにくいことが特徴です。完熟

した赤ピーマンは甘みがありさらに栄養豊

富です。

「旬」とは、食材が1年のうちで一番美味しく、栄養価が高くなる時期のことです。7月の給食に使用している旬の食材に

ついて一部ご紹介します。

皮に含まれるポリフェノール成分のナ

スニンは、がんや生活習慣病の原因と

なる活性酸素の働きを抑えるといわれ

ています。

油との相性がいいので、素揚げにした

あと煮たり炒めるようにするとおいし

く食べることができます。

形はきゅうりに似ていますが、かぼちゃ

（ウリ科カボチャ属）の仲間。イタリア語

で「小さなかぼちゃ」を意味しています。

カロテンやビタミンC、ビタミンEを含ん

でいるため風邪予防や疲労回復に効果があ

るといわれています。

なす ピーマン ズッキーニ

＜使用している献立＞

1日(金)：夏野菜カレー

14日(木):白身魚のラタトゥイユソースかけ

＜使用している献立＞

７日(木)：冷しゃぶサラダ

８日(金)：酢豚 14日(木)：野菜ソテー

＜使用している献立＞

４日(月)：なすとひき肉のトマトソース

11日(月)：なすの味噌汁


