
621 kcal 547 kcal

2日 25.9 g 20日 ごはん 24.0 g

(月) ごはん 15.7 g えのきのみそしる (金) 7.1 g

2.3 g 2.1 g

3日 636 kcal

(火) 23日 たけのこ 23.0 g

4日 (月) ごはん 18.0 g

(水) 4.0 g

5日 606 kcal

(木) 24日 ごはん 19.8 g

6日 (火) 14.3 g

(金) 1.8 g

642 kcal チンジャオロースー 601 kcal

9日 ごはん 25.8 g ◎もやしのちゅうかあえ 25日 ごはん 29.1 g

(月) 18.1 g とうふのスープ (水) 17.8 g

2.7 g 1.9 g

600 kcal こんさいハンバーグ 653 kcal

10日 ごはん 25.6 g さんしょくひたし 26日 ミニ背割り 23.7 g

(火) 15.0 g さつまじる (木) ソフトパン 27.6 g

2.0 g 4.0 g

697 kcal 776 kcal

11日 ごはん 25.0 g 27日 麦ごはん 〇 22.9 g

(水) 19.9 g (金) 16.1 g

2.2 g 2.9 g

713 kcal 617 kcal

12日 横割り 24.4 g 30日 ゆかり 19.7 g

(木) 丸パン 30.5 g (月) ごはん 19.0 g

4.6 g 3.3 g

835 kcal 650 kcal

13日 麦ごはん 〇 32.9 g 31日 ごはん 22.5 g

(金) 26.2 g (火) 22.3 g

2.7 g 1.8 g

617 kcal

16日 ごはん 〇 28.3 g

(月) 17.8 g

2.8 g

676 kcal

17日 ごはん 〇 21.6 g

(火) 20.4 g

2.0 g

564 kcal

18日 ごはん 25.2 g

(水) 14.3 g

2.1 g

718 kcal

19日 チーズパン 〇 33.7 g

(木) 29.1 g

3.8 g

※食育の推進をはかるために設けられたのが「食育の日」です。一日一回は家族そろって食事をしましょう。

日 主　食 スプーン

栄養価

献　　　立　　　名

令和4年度　　涌谷町学校給食センター

(　　小学校　　）
※牛乳は毎日つきます。（体をつくる食品のなかま）

たんぱく質・無機質 ビタミン・無機質 炭水化物・脂質

エネルギー
たんぱく質

脂質
食塩相当量

たんぱく質・無機質 ビタミン・無機質 炭水化物・脂質

かつおのごまみそがけ かつお,みそ,
ぶたにく,
とうふ,かつおぶし

ごぼう,にんじん,れんこん,
きぬさや,えのきたけ,
だいこん,ねぎ

ごはん,あぶら,
さとう,ごま,
ごまあぶら,
じゃがいも

さばのみそに さば,あぶらあげ,
ぶたにく,とうふ

きりぼしだいこん,にんじん,
ほししいたけ,はくさい,ねぎ,
えのきたけ,しめじ,きぬさや

ごはん,あぶら,さとう

ごもくきんぴら きりぼしだいこんのいりに

にくどうふ

とりつくねの とりにく,ぶたにく,
あぶらあげ,みそ,
かつおぶし

ねぎ,にんじん,ピーマン,
キャベツ,たまねぎ,だいこん,
しめじ

ごはん,もちごめ、
さとう,
ごまあぶら,
ビーフン,
あぶら,じゃがいも

　　バンバンジーソースがけ

ビーフンソテー

じゃがいもとたまねぎのみそしる

ほっけてりやき
ほっけ,ぶたにく,
とりにく,なまあげ,
かつおぶし

たまねぎ,さやいんげん,にんじん,
だいこん,ごぼう,ねぎ

ごはん,じゃがいも,
さとう,あぶら,
かたくりこ

じゃがいものそぼろに

のっぺいじる

ごはん,こめ,
かたくりこ,あぶら,
くろざとう,ごま

◎きゅうりとキャベツの

　　　　　　　　　とさあえ

　◎りんごゼリー ぶたにくともやしのみそしる
とりにくたまねぎ、
ごぼう,かつおぶし,
ぶたにく,とうふ,
みそ

ほうれんそう,もやし,
にんじん,しめじ,だいこん
,ごぼう,ねぎ

ごはん,さとう,
さつまいも,あぶら

ボイルウィンナー

ぶたにく,ウィンナー,
ベーコン

ぶたにく,みそ,ちくわ,
わかめ,ベーコン,
とうふ

ピーマン,パプリカ,たけのこ,
もやし,にんじん,きゅうり,
ほししいたけ,たまねぎ

ごはん,ごまあぶら,
さとう,かたくりこ
ゼリー

とりのくろみつがけ
とりにく,みそ,
かつおぶし,
ぶたにく,なまあげ

きゅうり,キャベツ,もやし,ねぎ

キャベツ,にんじん,もやし,
たまねぎ,ピーマン,しめじ,
えのきたけ,ほししいたけ,
たけのこ,チンゲンサイ

パンちゅうかめん,
あぶら,ごまあぶら

やきそば

きのこのちゅうかスープ

ぶたにくのやまとに ぶたにく,ツナ,
ヨーグルト,とりにく、
たまねぎぶたにく

たまねぎ,にんじん,たけのこ,
きぬさや,ブロッコリー,コーン,
はくさい,チンゲンサイ,ねぎ,
ほししいたけ

ごはん,こめ,あぶら,
さとう,ごま,
マヨネーズ,
はるさめ

ポークカレー
ベーコン,ヨーグルト,ぶ
たにく,チーズ,
スキムミルク

コーン,ほうれんそう,もやし,
にんじん,たまねぎ,だいこん
なす,れんこん

ごはん,むぎ,あぶら,
ゼリー,はちみつ,
じゃがいも

◎ブロッコリーのツナソースあえ ふくじんづけ

はるさめとにくだんごのスープ   もやしとコーンのソテー

◎アセロラとヨーグルトのデザート

きゅうり,だいこん,にんじん,
ごぼう,はくさい,ねぎ

ごはん,あぶら,
ごまあぶら,さとう,
じゃがいも

パックタルタルソース ◎だいこんとこんぶの

◎えだまめとさつまいものサラダ 　　　　ちゅうかサラダ

ミネストローネ 　とんじる

しろみざかなフライ たらパンこ,
ロースハム,ベーコン,
チーズ,いんげんまめ
ひよこまめ,だいず

えだまめ,きゅうり,にんじん,
たまねぎ,トマト

パン,あぶら,
さつまいも,さとう,
マカロニ,じゃがいも,
オリーブあぶら

コーンコロッケ
こんぶ,ロースハム,
ぶたにく,とうふ,みそ,
かつおぶし

たまねぎ,キャベツ,きゅうり,
にんじん,コーン,ごぼう,
ほししいたけ,ねぎ

ごはん,かたくりこ,
ごまあぶら,もちむぎ

シャークナゲット（2こ） ◎コールスロー

コンソメやさいスープ もちむぎスープ

◎ヨーグルト

ドライカレー ぶたにく,だいず,
さめ,ベーコン,
ヨーグルト

たまねぎ,にんじん,
ピーマン,コーン,キャベツ

ごはん,むぎ,あぶら,
じゃがいも

ぶたにくのしょうがやき

ぶたにく,とりにく

はるまき ぶたにく,ひじき,みそ にんじん,たけのこ,
えだまめ,たまねぎ,コーン,
もやし,ねぎ

ごはん,あぶら,
ごまあぶら,さとう,
ごま,じゃがいもひじきそぼろ

みそワンタンスープ

ビビンバのぐ ぶたにく,みそ,とうふ,
わかめ,ベーコン

たけのこ,ねぎ,だいずもやし,
にんじん,ほうれんそう,
えのきたけ,きくらげ,もやし

ごはん,あぶら,
ごまあぶら,さとう,
ごま（ぶたにくのいために・◎ナムル・

わかめとえのきたけのスープ

◎印のメニューと牛乳は、冷蔵庫に入っています。

けんさんしんりんどりの とりにく,ヨーグルト,
ツナ,ぎゅうにゅう,
スキムミルク,
なまクリーム

ほうれんそう,キャベツ,
コーン,たまねぎ,かぼちゃ

チーズ　パン,
ごまあぶら,さとう,
ごま,バター　　　　タンドリーチキン

◎ほうれんそうとツナのサラダ

かぼちゃのポタージュ

あかうおのしょうがやき あかうお,くきわかめ,あ
ぶらあげ,ぶたにく,とう
ふ,かつおぶし,
みそ

にんじん,たけのこ,ごぼう,
だいこん,はくさい,ねぎ,
ジューシーオレンジ

ごはん,こめ,あぶら,
さとう,ごまあぶら,
じゃがいも,ごまくきわかめのいりに

キムチじる

◎ジューシーオレンジ

5月予定献立表

食育の日給食

5月に使用予定

の涌谷産直食材

ほうれん草 ねぎ きゅうり キャベツ

給食なし

こどもの日献立

しゅん
みかく



711 kcal

2日 20日 ごはん 31.2 g

(月) (金) 9.3 g

2.7 g

3日 821 kcal

(火) 23日 たけのこ 30.2 g

4日 (月) ごはん 24.0 g

(水) 5.6 g

5日 731 kcal

(木) 24日 ごはん 23.5 g

6日 (火) 16.4 g

(金) 2.2 g

771 kcal チンジャオロースー 721 kcal

9日 ごはん 31.4 g ◎もやしの中華和え 25日 ごはん 34.7 g

(月) 21.4 g とうふのスープ (水) 20.5 g

3.7 g 2.5 g

721 kcal 根菜ハンバーグ 764 kcal

10日 ごはん 30.8 g 三色ひたし 26日 ミニ背割り 27.4 g

(火) 16.9 g さつま汁 (木) ソフトパン 30.4 g

2.5 g 5.0 g

847 kcal 949 kcal

11日 ごはん 29.7 g 27日 麦ごはん 〇 27.1 g

(水) 23.7 g (金) 18.8 g

2.8 g 3.7 g

915 kcal 760 kcal

12日 横割り 31.3 g 30日 ゆかり 23.5 g

(木) 丸パン 37.4 g (月) ごはん 22.9 g

5.5 g 4.1 g

778 kcal

13日 31日 ごはん 27.0 g

(金) (火) 25.9 g

2.6 g

747 kcal

16日 ごはん 〇 34.8 g

(月) 21.2 g

3.7 g

835 kcal

17日 ごはん 〇 26.0 g

(火) 24.4 g

2.6 g

675 kcal

18日 ごはん 30.5 g

(水) 16.4 g

2.8 g

918 kcal

19日 チーズパン 〇 41.7 g

(木) 36.6 g

4.8 g

※食育の推進をはかるために設けられたのが「食育の日」です。一日一回は家族そろって食事をしましょう。◎印のメニューと牛乳は、冷蔵庫に入っています。

県産森林鶏のタンドリーチキン とりにく,ヨーグルト,
ツナ,ぎゅうにゅう,
スキムミルク,
なまクリーム

ほうれんそう,キャベツ,
コーン,たまねぎ,かぼちゃ

チーズ　パン,
ごまあぶら,さとう,
ごま,バター◎ほうれん草とツナのサラダ

かぼちゃのポタージュ

赤魚の生姜焼き あかうお,くきわかめ,あ
ぶらあげ,ぶたにく,とう
ふ,かつおぶし,
みそ

にんじん,たけのこ,ごぼう,
だいこん,はくさい,ねぎ,
ジューシーオレンジ

ごはん,こめ,あぶら,
さとう,ごまあぶら,
じゃがいも,ごま茎わかめの炒り煮

キムチ汁

◎ジューシーオレンジ

春巻 ぶたにく,ひじき,みそ にんじん,たけのこ,
えだまめ,たまねぎ,コーン,
もやし,ねぎ

ごはん,あぶら,
ごまあぶら,さとう,
ごま,じゃがいもひじきそぼろ

みそワンタンスープ

ビビンバの具 ぶたにく,みそ,とうふ,
わかめ,ベーコン

たけのこ,ねぎ,だいずもやし,
にんじん,ほうれんそう,
えのきたけ,きくらげ,もやし

ごはん,あぶら,
ごまあぶら,さとう,
ごま（豚肉の炒め煮・◎ナムル・

　　　　　　　　　　　　　辛みそ）

わかめとえのき茸のスープ

豚肉の生姜焼き

ぶたにく,とりにく
たまねぎ,キャベツ,きゅうり,
にんじん,コーン,ごぼう,
ほししいたけ,ねぎ

ごはん,かたくりこ,
ごまあぶら,もちむぎ

◎コールスロー

もち麦スープ

きゅうり,だいこん,にんじん,
ごぼう,はくさい,ねぎ

ごはん,あぶら,
ごまあぶら,さとう,
じゃがいも

パックタルタルソース ◎大根と昆布の中華サラダ

◎枝豆とさつまいものサラダ 豚汁

ミネストローネ

白身魚フライ たらパンこ,
ロースハム,ベーコン,
チーズ,いんげんまめ
ひよこまめ,だいず

えだまめ,きゅうり,にんじん,
たまねぎ,トマト

パン,あぶら,
さつまいも,さとう,
マカロニ,じゃがいも,
オリーブあぶら

コーンコロッケ
こんぶ,ロースハム,
ぶたにく,とうふ,みそ,
かつおぶし

ベーコン,ヨーグルト,ぶ
たにく,チーズ,
スキムミルク

コーン,ほうれんそう,もやし,
にんじん,たまねぎ,だいこん
なす,れんこん

ごはん,むぎ,あぶら,
ゼリー,はちみつ,
じゃがいも

◎ブロッコリーのツナソースあえ 福神漬け

春雨と肉だんごのスープ   もやしとコーンのソテー

◎アセロラとヨーグルトのデザート

キャベツ,にんじん,もやし,
たまねぎ,ピーマン,しめじ,
えのきたけ,ほししいたけ,
たけのこ,チンゲンサイ

パンちゅうかめん,
あぶら,ごまあぶら

焼きそば

きのこの中華スープ

豚肉の大和煮 ぶたにく,ツナ,
ヨーグルト,とりにく、
たまねぎぶたにく

たまねぎ,にんじん,たけのこ,
きぬさや,ブロッコリー,コーン,
はくさい,チンゲンサイ,ねぎ,
ほししいたけ

ごはん,こめ,あぶら,
さとう,ごま,
マヨネーズ,
はるさめ

ポークカレー

ごはん,こめ,
かたくりこ,あぶら,
くろざとう,ごま

◎きゅうりとキャベツの

　　　　　　　　　土佐和え

　◎りんごゼリー 豚肉ともやしのみそ汁
とりにくたまねぎ、
ごぼう,かつおぶし,
ぶたにく,とうふ,
みそ

ほうれんそう,もやし,
にんじん,しめじ,だいこん
,ごぼう,ねぎ

ごはん,さとう,
さつまいも,あぶら

ボイルウィンナー

ぶたにく,ウィンナー,
ベーコン

ぶたにく,みそ,ちくわ,
わかめ,ベーコン,
とうふ

ピーマン,パプリカ,たけのこ,
もやし,にんじん,きゅうり,
ほししいたけ,たまねぎ

ごはん,ごまあぶら,
さとう,かたくりこ
ゼリー

とりの黒みつがけ
とりにく,みそ,
かつおぶし,
ぶたにく,なまあげ

きゅうり,キャベツ,もやし,ねぎ

ほっけ照り焼き
ほっけ,ぶたにく,
とりにく,なまあげ,
かつおぶし

たまねぎ,さやいんげん,にんじん,
だいこん,ごぼう,ねぎ

ごはん,じゃがいも,
さとう,あぶら,
かたくりこ

じゃがいものそぼろ煮

のっぺい汁

ねぎ,にんじん,ピーマン,
キャベツ,たまねぎ,だいこん,
しめじ

ごはん,もちごめ、
さとう,じゃがいも､
ごまあぶら,
ビーフン,
あぶら

　　バンバンジーソースがけ

ビーフンソテー

じゃがいもと玉ねぎのみそ汁

切干大根の炒り煮

肉どうふ

とりつくねの とりにく,ぶたにく,
あぶらあげ,みそ,
かつおぶし

エネルギー
たんぱく質

脂質
食塩相当量

たんぱく質・無機質 ビタミン・無機質 炭水化物・脂質

さばのみそ煮 さば,あぶらあげ,
ぶたにく,とうふ

きりぼしだいこん,にんじん,
ほししいたけ,はくさい,ねぎ,
えのきたけ,しめじ,きぬさや

ごはん,あぶら,さとう

日 主　食 スプーン

栄養価

献　　　立　　　名

令和4年度　　涌谷町学校給食センター

(　　中学校　　）
※牛乳は毎日つきます。（体をつくる食品のなかま）

たんぱく質・無機質 ビタミン・無機質 炭水化物・脂質

5月予定献立表

食育の日給食

5月に使用予定

の涌谷産直食材
ほうれん草 ねぎ きゅうり キャベツ

給食なし

しゅん
みかく

給食なし

給食なし


