
◎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。

県立与勝緑が丘中学校

☎　978-5230
8月学校給食だより

　　

◎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。

令和2年

表示義務（特定原材料）７品目

卵　　 乳　　小麦　　落花生（ピーナッツ）　　えび　　そば　　かに

夏休みがはじまります。
待ちに待った夏休みです。小休止といった短い休みではありますが、夜遅くまで起きていたり、朝寝坊をして朝

食を食べなかったりすると、生活リズムが崩れてしまいます。一度生活リズムが崩れると立て直すことは大変で

すので、休みには入っても今までと同じように早寝、早起きをし、太陽の光を浴び、体内時計を整えましょう！

そして、朝食をしっかり食べる生活を送るようにしましょう。コロナウイルスに負けないためにも、栄養をしっかり

摂り、外出するときはマスク着用、手洗いをしっかり行い３密（密集・密閉・密接）を避けるよう気をつけましょう。

８月１１日（火）の授業再開には、美味しいお食事を提供できるよう栄養士・調理員頑張ります。

こんな夏休みを

続けている 、体

重が増えたり、夏

バテになりますよ。



麦ごはん

★

マーボーなす

春巻き

中華和え

黒糖パン

★

麦のポタージュ

魚の人参ソース焼き

いかとわかめのマリネ

スナックアーモンド

ゆかりごはん

★

すまし汁

鶏肉のピリ辛焼き

ひじきのきんぴら炒め

あわごはん

★

タコライス

もずくのスープ

ゴーヤーサラダ

あわごはん

鶏肉と冬瓜すまし汁

★ さばゆずみそあんかけ

ブロッコリーのごま和え

夏みかんゼリー

チーズバーガー

★

ABCマカロニスープ

ごぼうとナッツのサラダ

麦ごはん

★

大根の煮付け

栄養づけ

ミニミニ納豆

14 金

17 月

18 火

11 火

12 水

13 木
鶏肉 こめ油 にんにく オイスターソース（かきｴｷｽ ）　★料

理酒（小麦 ）　★トウバンジャン（小
麦）

ひじき　鶏肉　ちきあぎ さとう　こめサラダ油 ごぼう　にんじん　にら ★しょうゆ（小麦）　本みりん
★料理酒（小麦 ）

米　麦 ゆかり

ささみ にんじん　大根　椎茸　こま
つな　しょうが

カエリ　昆布 さとう 大根　しょうが　キャベツ
にんじん　椎茸

★酢（小麦）　★しょうゆ（小麦）

★ミニミニ納豆（小麦）

米　麦

鶏肉　昆布　ちきあぎ さとう　こめサラダ油 大根　にんじん　こんにゃく
椎茸　いんげん

★しょうゆ（小麦）　本みりん
★料理酒（小麦 ）　　塩　花かつお

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　レーズン

★チーズ（乳）
バーガーパティー

★パン（小麦　乳）

とりささみ じゃがいも　さとう　★マカ
ロニ（小麦）　かたくり粉

たまねぎ　にんじん　セロ
リー　　トマト缶　パセリ

★しょうゆ（小麦）　トマトケチャップ
塩　　　　　　こしょう　★鶏骨　おろし
にんにく

国産夏みかんゼリー

さば　白みそ さとう ゆず 本みりん

ロースハム スイートコーン　　ごま ブロッコリー　カリフラワー
にんじん

★ごまﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ（小麦 ）

米　もちきび

鶏肉 とうがん　にんじん　椎茸
ほうれん草

塩　★しょうゆ（小麦）　　花かつお

ツナ ゴーヤー　にんじん　もやし 塩ドレッシング

牛肉　豚肉　粒状大豆タンパ
ク　豚レバー　★プロセス
シュレッドチーズ（乳）

こめサラダ油 たまねぎ　にんじん　トマト
缶　キャベツ　ミニトマト

おろしにんにく　★チリミックス（小麦
乳）　チリソース　　チリパウダー　ト
マトケチャップ　トマトピューレー　★
ウスターソース（小麦）　塩　こしょう

★もずく（エビ　カニ）
絹ごし豆腐　昆布

ねぎ　しょうが ★しょうゆ（小麦）　　塩　花かつお

米　もちきび

塩　★しょうゆ（小麦）　　花かつお

スナックアーモンド

ホキ ノンエッグマヨネーズ にんじん　パセリ

わかめ　イカ キャベツ　にんじん　きゅう
り　セロリー

かんきつドレッシング

★黒糖パン（小麦　乳）

鶏肉　ベーコン　白花豆
白いんげん豆

おし麦　じゃがいも にんじん　たまねぎ　セロ
リー　しめじ　パセリ

★ホワイトルウ（小麦　乳）　塩　こ
しょう　　　　★鶏骨

★しょうゆ（小麦）　　★特濃酢（小
麦）　塩

厚揚げ　豚肉
大豆タンパク　赤みそ

ごま油　かたくり粉 なす　にんじん　たまねぎ
たけのこ　にら　椎茸
きくらげ

おろししょうが　おろしにんにく　★テ
ンメンジャン（小麦）　★トウバンジャ
ン（小麦）　オイスターソース（かきｴｷ
ｽ ）　　　塩　こしょう  ポークブイヨン

★春巻き（小麦） サラダ油 揚げ油①

主に体をつくる 主にエネルギーの 主に体の調子を
もとになる食品 もとになる食品 整えるもとになる食品

蒸しかまぼこ ごま　さとう　ごま油 もやし　きゅうり　にんじん
キャベツ

19 水

８月詳細献立表（アレルギー）

日 曜日 献立
（赤） （黄色） （緑）

調味料

米　麦



しょうゆラーメン

★

肉まん

回鍋肉

豆乳プリンタルト

あわごはん

★

ハヤシライス

ブロッコリーと豆のサラダ

型抜きチーズ

ナポリタン

★
アメリカンドッグ

温野菜サラダ

パイン缶

ビビンバ

★

チンゲン菜と豆腐のスープ

フルーツ白玉

麦ごはん

ヌンクーグァー

★

魚のもずくあんかけ

梅みそ

焼きのり

★

うっちんごはん

ゆし豆腐

きびなごの南蛮漬け

冷やしうどん

★ 豚肉のゴマみそ焼き

豚肉と野菜のオイスター
ソース炒め

くふぁじゅーしー

★

チムシンジ

大根のゆかり漬け

白桃ゼリー

ごま　さとう 大根　きゅうり　にんじん
ゆかり

★酢（小麦）　塩

白桃ゼリー

28 金

31 月

25 火

26 水

豚肉もも　昆布　カステラか
まぼこ（卵抜き）　大豆

豚肉　★錦糸卵（卵）

豚肉もも　カステラかまぼこ
（卵抜き）　あお豆

シーラ　★もずく（エビ　カニ）

黒大豆

20 木

21 金

米　こめサラダ油 椎茸　にんじん　ねぎ 塩　★しょうゆ（小麦）　★料理酒（小
麦 ）　　花かつお　ポークブイヨン

豚レバー　豚肩ロース
赤みそ　白みそ

じゃがいも にんじん　長ねぎ　大根 花かつお

豚肉 くわい　さとう　ごま油
かたくり粉　こめサラダ油

にんじん　たまねぎ　はくさ
い　赤ピーマン　ピーマン
たけのこ　椎茸　チンゲン
菜

★しょうゆ（小麦）　本みりん　★料理
酒（小麦 ）　おろしにんにく　オイス
ターソース（かきエキス）　ポークブイ
ヨン

★うどん（小麦）　ごま油 きゅうり　にんじん　もやし ★しょうゆ（小麦）　　塩
★冷し中華スープ（小麦）

豚肉　白みそ さとう　ごま　こめサラダ
油

本みりん　おろししょうが

きびなご ★小麦粉（小麦）　かたく
り粉　サラダ油　さとう　ご
ま

きゅうり　長ねぎ ★しょうゆ（小麦）　　★酢（小麦）　七
味唐辛子　　　　揚げ油④

米　おし麦　こめサラダ油 にんじん　きくらげ　しめじ
たまねぎ

うっちん　カレー粉　★しょうゆ（小
麦）　　　　　★料理酒（小麦 ）　塩
ポークブイヨン　　　　　花かつお

ゆし豆腐　白みそ ねぎ 花かつお

焼きのり

かたくり粉　サラダ油　さ
とう　こめサラダ油

しょうが　ねぎ ★料理酒（小麦 ）　★しょうゆ（小麦）
本みりん
揚げ油③

白みそ　糸けずり さとう　ごま　こめサラダ
油

うめびしお

米　麦

豚肉もも　厚揚げ　昆布 こめサラダ油 大根　椎茸　にんじん
こんにゃく　いんげん

★しょうゆ（小麦）　本みりん
★料理酒（小麦 ）　　塩　花かつお

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
みかん　シークヮーサー果
汁

豚肉　粒状大豆タンパク
赤みそ　★錦糸卵（卵）

米　麦　さとう　ごま油
ごま

もやし　にんじん　こまつな おろししょうが　おろしにんにく　本み
りん　　　★しょうゆ（小麦）　　★トウ
バンジャン（小麦）　　花かつお　塩

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

★しょうゆ（小麦）　　塩　こしょう　★
鶏骨

パイナップル

★アメリカンドッグ（小麦
乳）　サラダ油

揚げ油②

ロースハム スイートコーン ブロッコリー　にんじん イタリアンドレッシング

ベーコン　ウィンナー　★パ
ルメザンチーズ（乳）

★スパゲティ（小麦）
★マーガリン（乳）　こめ
サラダ油

にんじん　たまねぎ　マッ
シュルーム　ピーマン　トマ
ト缶

トマトソース　トマトケチャップ　塩　こ
しょう　　おろしにんにく

ひよこ豆　白いんげん豆
赤いんげん豆　　ロースハム

スイートコーン ブロッコリー　にんじん ★コールスロードレッシング（卵）　こ
しょう

★チーズ（乳）

米　もちきび

牛肉 こめサラダ油 たまねぎ　にんじん　セロ
リー　マッシュルーム　トマ
ト缶　ピーマン

おろしにんにく　トマトケチャップ　★
ウスターソース（小麦）　★ハヤシル
ウ（小麦）　ポークブイヨン　塩　こしょ
う

豆乳プリンタルト

★ひとくち肉まん（小麦）

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 ）　★しょうゆ（小麦）
オイスター（かきｴｷｽ ）　★トウバン
ジャン（小麦）　★テンメンジャン（小
麦）　　　こしょう

豚肉もも　なると　わかめ ★中華めん（小麦）　ス
イートコーン　　ラー油
ごま油

にんじん　もやし　にら　長
ねぎ

塩　★しょうゆ（小麦）　★木戸中華
料理の素（乳 小麦） オイスター（か
きｴｷｽ ）　★鶏骨

24 月

27 木


