
◎５月より　献立表がリニューアルしています。これまで、詳細献立とアレルギー献立表を別々に発行していましたが、一つで兼ね備えます。

※醤油と酢には小麦成分が含まれております。

※もずく・アーサ・しらすは収穫の際　エビ　カニの混入の可能性あるためアレルギー表示をしています。

※揚げ物に使用する油は、３～４回程度同一の油を使用しています。揚げ油①～④と表示します。

※食品を生産する際、原材料として使用していないにもかかわらず、同じ製造ライン又は同じ製造工場内で生産されている別の製品の

　アレルギー物質が、 微量混入してしまうことがあります。これらについては、記載しておりません。　

※詳しい情報が必要な方、または不明な点がある場合は、給食室（給食センター）までお問い合わせください。

※給食を食べる前に、必ず内容を確認してください。

※材料は、天候等により献立を変更する場合があります。

卵　　 乳　　小麦　　落花生（ピーナッツ）　　えび　　そば　　かに

令和2年度 ６月学校給食だより
県立与勝緑が丘中学校

　　☎　978-5230

◎アレルギー表示については、使用する食材とアレルギー表示義務のある７品目に★表示し、食品名の後ろ（　　　）内にアレルゲンを記入してい
ます。

表示義務（特定原材料）７品目

生徒の皆様 コロナウイルス感染防止による異例の分散登校になりま

したが、お疲れありませんか？約1ヵ月半余りの休校で生活リズムが

整っていないと思います。梅雨という季節や新クラスということもあ

り緊張感で疲れやすくなっていますね。新クラス全員の顔合わせも6

月に持ち越しです。３密（密集・密閉・密接）を防ぐため、給食お弁

当も距離をとってのお食事で残念でしたが、６月からは本格的な給食

の開始です。皆がしっかり学校生活がおくれるように、バランスのと

れた食事を提供したいと思います。

今月12日は、アガラ

サー手作りよ。

お楽しみに！

食育とは「生きる上での基本であって、知育・徳育・体

育の基礎となるべきものであり、さまざまな経験を通じて

『食』に関する知識と『食』を選択する力を習得し、健全

な食生活を実践することができる人間を育てること」です。

生涯を通じて、健康な心身を育む上で「食べること」は何

より大切です。ご家庭でも、できることから「食育」に取

り組まれてみてはいかがでしょうか。

コロナに負け

ないぞ！



あわごはん

★ 若竹汁

サンマの塩焼き

小松菜くるみあえ

麦ごはん

★ タコライス

わかめスープ

日向夏

★醤油（小麦）ラーメン

★ 肉まん

回鍋肉

バナナ

あわごはん

★ 鶏肉と冬瓜すまし汁

さばゆずみそあんかけ

小松菜サラダ

★

中華おこわ

中華五目スープ

チンジャオロース

★

野菜そば

芋天ぷら

パイン缶

あわごはん

★

ワンタンスープ

豚キムチ炒め

チョレギサラダ

1

2

月

火

3 水

火9

月8

金5

木4

にんにく　しょうが　もやし
にんじん　たまねぎ　キャベ
ツ　赤ピーマン　にら　たけ
のこ　きくらげ

★醤油（小麦）　★料理酒（小麦）　キ
ムチ味（エビ、イカ）　塩

わかめ　焼きのり ごま
キャベツ　もやし　きゅうり
にんじん

香味塩ドレッシング

★冷凍ワンタン(小麦） かたくり粉
にんじん　はくさい　たまね
ぎ　椎茸　きくらげ　パク
チョイ　にんにく　しょうが

★醤油（小麦）　塩　★木戸中華
（乳、小麦）　鶏骨

★鶏卵
さつまいも　★小麦粉（小
麦）　かたくり粉　サラダ油

ベーキングパウダー　　塩
揚げ油②

パイナップル

★醤油（小麦）　★特濃酢（小麦）

とうがん　にんじん　椎茸
ほうれん草

塩　★醤油（小麦）　花かつお

さば　白みそ さとう ゆず 本みりん

豚そともも　ちきあぎ
★沖縄そば（小麦）　こめ
油

にんじん　もやし　たまねぎ
キャベツ　きくらげ

豚骨　花かつお　塩　七味唐辛子
★醤油（小麦）　おろしにんにく

たけのこ　ピーマン
赤ピーマン　にんじん
きくらげ

おろしにんにく　おろししょうが　オイ
スターソース（かきエキス）　塩　★醤
油（小麦）　本みりん　★料理酒（小
麦）

豚肉もも　油揚げ 米　もち米　　ごま　ごま油
にんじん　椎茸　たけのこ
ねぎ

おろしにんにく　おろししょうが　★料
理酒（小麦）　★醤油（小麦）　オイス
ターソース（かきエキス）　塩　ポーク
ブイヨン　花かつお

ロースハム
縁豆はるさめ　コーン　ご
ま油　かたくり粉

にんじん　はくさい　きくら
げ　しめじ　長ねぎ

★醤油（小麦）　塩　鶏骨　花かつお

とりささみ さとう

豚肉もも ごま油
たまねぎ　にんじん　キャベ
ツ　椎茸　たけのこ　きくら
げ

塩　おろししょうが　おろしにんにく
★料理酒（小麦）　★醤油（小麦）　オ
イスターソース（かきエキス）　　★ト
ウバンジャン（小麦）

バナナ

米　もちきび

ささみ　わかめ　★錦糸卵 たけのこ　にんじん　椎茸 ★醤油（小麦）　塩　花かつお

おろしにんにく　　チリミックス　　　ケ
チャップ　トマトピューレー　　　　★ウ
スターソース（小麦）　塩

米　麦

塩

くるみ　さとう
こまつな　キャベツ　もやし
にんじん

★特濃酢（小麦）　★醤油（小麦）

たまねぎ　にんじん　キャベ
ツ　ミニトマト　トマト缶

塩　★醤油（小麦）　鶏骨

塩　★木戸中華（乳、小麦）　オイス
ターソース（かきエキス）　鶏骨

★ひとくち肉まん（小麦）

オレンジ（日向夏）

豚肉もも　なると　わかめ
★中華めん　コーン　ラー
油　ごま油

にんじん　もやし　にら　長
ねぎ

こまつな　キャベツ

米　もちきび

主に体の調子を

豚肉もも こめ油

牛そともも肉
ごま油　かたくり粉　こめ
油

もとになる食品 もとになる食品 整えるもとになる食品

わかめ　絹ごし豆腐　ささみ かたくり粉 にんじん　長ねぎ　こまつな

米　もちきび

６月詳細献立表（アレルギー）

日 曜日 献立

（赤） （黄色） （緑）

鶏肉

牛肉　豚肉　粒状大豆タンパ
ク　豚レバー　★チーズ（乳）

こめ油

さんま

調味料主に体をつくる 主にエネルギーの



★

ビビンバ

チンゲン菜と豆腐のスープ

フルーツ白玉

あみパン

★

かぼちゃと麦のポ
タージュ

魚の人参ソース焼き

イタリアンサラダ

ジャム

★

くふぁじゅーしー

チムシンジ

大根のゆかり漬け

アガラサー(手作り）

麦ごはん

★

もずく丼

ゴーヤーのかきあげ

パパイヤサラダ

★

チャンポンメン

レバニラ炒め

ショーロンポー

バナナ

チーズバーガー

★ ＡＢＣスープ

ごぼうとナッツのサラダ

オレンジ

麦ごはん

肉じゃが

★

小いわしの梅香り揚げ

納豆みそ

やきのり

水17

火16

月15

金12

木18

木11

水10

本みりん　おろししょうが

焼きのり

豚肉もも　油揚げ　あお豆 じゃがいも　さとう
にんじん　たまねぎ　椎茸
こまつな　こんにゃく

おろししょうが　★醤油（小麦）　本み
りん　花かつお

★小いわしの梅香り揚げ（小
麦）

サラダ油 揚げ油④

アーモンド ノンエッグマヨネーズ
ごぼう　赤ピーマン　きゅう
り

★醤油（小麦）

オレンジ

ベーコン ★マカロニ（小麦）
にんじん　キャベツ　たまね
ぎ

チキンコンソメ（乳、小麦）　塩　鶏骨
豚骨

バナナ

おろししょうが　おろしにんにく　オイ
スターソース（かきエキス）　　　★醤
油（小麦）　塩

★ショーロンポー（小麦）

★うずらの卵　なると　豚肉も
も

★中華めん　コーン　かた
くり粉　ごま油　こめ油

にんじん　たまねぎ　たけ
のこ　椎茸　きくらげ　はくさ
い

鶏骨　塩　★醤油（小麦）　おろししょ
うが　おろしにんにく　★木戸中華
（乳、小麦）　ポークブイヨン

塩　揚げ油③

　★しらす（ｴﾋﾞ、ｶﾆ） さとう
赤ピーマン　ピーマン　にん
じん　プルーン　きゅうり
シークァーサー

塩

米　麦

もずく　豚肉
コーン　さとう　かたくり粉
こめ油

にんじん　こまつな　たまね
ぎ　にんにく

おろししょうが　★醤油（小麦）　本み
りん　★トウバンジャン（小麦）　塩
花かつお

ベーキングパウダー

豚レバー　豚肩ロース赤肉
赤みそ　白みそ

じゃがいも にんじん　にんにく葉　大根 花かつお

ごま　さとう 大根　きゅうり　にんじん ゆかり　酢　塩

豚肉もも　カステラかまぼこ
（卵抜き）　蒸し大豆

米　こめ油
椎茸　刻み昆布　にんじん
ねぎ

塩　★醤油（小麦）　★料理酒（小麦）
花かつお　ポークブイヨン

ホキ ノンエッグマヨネーズ 裏ごし人参

とりささみ 　★チーズ（乳）
キャベツ　トマト缶　きゅうり
にんじん

★イタリアンドレッシング（卵、小麦）

カレー粉　★ホワイトルウ（小麦、乳）
塩　鶏骨

豚肉もも　木綿豆腐 かたくり粉
にんじん　チンゲンサイ　椎
茸

★醤油（小麦）　塩　鶏骨

黒大豆 白玉だんご

黄もも、洋なし、ぶどう、パ
インアップル、さくらんぼ
パイナップル　みかん
シークヮーサー果汁

鶏肉　★スキムミルク（乳）
★生クリーム（乳）

じゃがいも　おし麦　こめ
油

おろししょうが　おろしにんにく　本み
りん　★醤油（小麦）　★トウバンジャ
ン（小麦）　花かつお　塩

パン

豚肉　粒状大豆タンパク　赤
みそ　★錦糸卵

米　麦　さとう　ごま油　ご
ま

もやし　にんじん　こまつな

かぼちゃ　かぼちゃ　　コー
ン　たまねぎ　パセリ

★ソフトチョコ（小麦、乳）

牛乳 ★強力粉　　黒糖

ちきあぎ　★鶏卵
★小麦粉（小麦）　サラダ
油

ゴーヤー　にんじん　たま
ねぎ

豚レバー さとう　こめ油　かたくり粉
もやし　たまねぎ　にんじん
にら

★FMバーガーパーティー
（乳、小麦）　   ★チーズ（乳）

★バーガーパン（小麦、乳、）

米　麦

★納豆（小麦）　豚そともも
麦みそ　糸けずり

さとう　こめ油　ごま ねぎ



中華ピラフ

★ 中華つくねスープ

豚肉と野菜のオイス
ターソース炒め

★
カンダバージューシー

やきいも

タマナーチャンプルー

シークァーサーセリー

麦ごはん

★
根菜のみそ汁

さばの生姜焼き

ひじきと大豆の磯煮

グレープフルーツ

あわごはん

★
シカムドゥチ

フーイリチー

モーウィーの甘酢あえ

あまがし

★

あさりとトマトのスパゲティ

ハニーマスタードチキン

ブロッコリーと豆のサラダ

★

カレーピラフ

グリーンスープ

カリフラワーソテー

麦ごはん

★ 大根の煮付け

魚の花園焼き

手作りふりかけ

オレンジ

25

水24

火23

月22

金19

26 金

豚肉もも　★鶏卵 ★麩（小麦）　こめ油
にんじん　にら　キャベツ
たまねぎ

ひじき　豚肉もも　大豆　ちき
あぎ　厚揚げ

ごま油　こめ油

木

にんじん　ごぼう　れいとう
いん　こんにゃく

慰霊の日

シークァーサーゼリー

さつまいも

厚揚げ　糸けずり こめ油　ごま油
キャベツ　にんじん　からし
な

塩　★醤油（小麦）

★醤油（小麦）

オレンジ（日向夏）

鶏肉　ちきあぎ さとう　こめ油
大根　にんじん　昆布　椎
茸　　しょうが　こんにゃく

★醤油（小麦）　本みりん　★料理酒
（小麦）　塩　花かつお

ホキ　★チーズ（乳） ノンエッグマヨネーズ 赤ピーマン　黄ピーマン

チリメン　青のり　糸けずり ごま　さとう

ベーコン
コーン　こめ油
★マーガリン（乳）

冷凍カリフラワー　れいとう
いん　にんじん　にんにく

★醤油（小麦）　塩

鶏肉
米　コーン
★マーガリン（乳）

にんじん　たまねぎ　ピーマ
ン　赤ピーマン　マッシュ
ルーム　きくらげ　グリン
ピース

ポークブイヨン　おろしにんにく　塩
カレー粉　★ドライカレー（乳、牛肉、
大豆、豚肉、りんご）

鶏肉　白花豆　白いんげん豆
★生クリーム（乳）　★スキム
ミルク（乳）

グリンピース　たまねぎ　パ
セリ　にんにく

★ホワイトルウ（小麦、乳、大豆、鶏
肉、牛肉）　白ワイン　塩　鶏骨（鶏
肉）

米　麦

マスタード

ひよこ豆　白いんげん豆
レッドキドニー（赤いんげん
豆）　ロースハム

コーン ブロッコリー　にんじん
★コールスロードレッシング（卵、大
豆）

あまがし

あさり　ベーコン
★スパゲティ（小麦）　こめ
油　★マーガリン（乳）

たまねぎ　にんじん　マッ
シュルーム　しめじ　ピーマ
ン　パセリ　トマト缶

おろしにんにく　白ワイン　塩　チャッ
プピューレー　チキンブイヨン（鶏肉）
チキンコンソメ（乳、小麦、鶏肉、大
豆）

鶏肉 はちみつ レモン

塩　★醤油（小麦）

糸けずり ごま　さとう
しろうり（モーウイ）　きゅう
り　にんじん

酢　塩

米　もちきび

豚肩ロース赤肉　カステラか
まぼこ（卵抜き）　油揚げ

椎茸　とうがん　ごぼう　ね
ぎこんにゃく

★醤油（小麦）　塩　花かつお

★醤油（小麦）　本みりん　★料理酒
（小麦）　塩　花かつお

グレープフルーツ

豚肉もも　木綿豆腐　赤みそ
白みそ

　ごま
ごぼう　にんじん　大根　こ
まつな　しょうが　こんにゃく

塩　花かつお

さば さとう しょうが
★醤油（小麦）　本みりん　★料理酒
（小麦）

米　麦

豚肉もも　わかめ　★錦糸卵
（卵）　白みそ）

米
カンダバー　大根　にんじ
ん　椎茸

花かつお　ポークブイヨン

豚肉
さとう　ごま油　かたくり粉
こめ油

にんにく　にんじん　たまね
ぎ　はくさい　ピーマン　赤
ピーマン　たけのこ　くわい
チンゲンサイ

★醤油（小麦）　本みりん　★料理酒
（小麦）　オイスターソース（かきエキ
ス）　★醤油（小麦）　塩　ポークブイ
ヨン

豚肉もも　★錦糸卵（卵） 米　ごま油　こめ油
にんじん　たまねぎ　たけ
のこ　きくらげ　椎茸　グリ
ンピース　にんにく

塩　★醤油（小麦）　★木戸中華
（乳、小麦）　ポークブイヨン

縁豆はるさめ　ごま油 はくさい　にんじん　椎茸
★醤油（小麦）　塩　★木戸中華
（乳、小麦）　花かつお　鶏骨

30 火

29 月


