
令和4年度　　涌谷町学校給食センター

たんぱく質・無機質 ビタミン・無機質 炭水化物・脂質

775 kcal

12日 26.7 g

(月) 26.2 g

2.4 g

8/ 640 kcal 619 kcal

23日 22.7 g 13日 〇 30.9 g

(火) 19.2 g (火) 16.1 g

2.4 g 2.7 g

712 kcal 692 kcal

24日 19.0 g 14日 29.9 g

(水) 23.8 g (水) 14.9 g

2.2 g 2.5 g

589 kcal 600 kcal

25日 31.8 g 15日 28.8 g

(木) 22.8 g (木) 24.8 g

3.5 g 3.2 g

660 kcal 655 kcal

26日 〇 19.9 g 16日 〇 22.4 g

(金) 15.2 g (金) 14.4 g

2.8 g 2.3 g

581 kcal

29日 26.2 g 19日
(月) 15.1 g (月)

2.3 g

584 kcal 580 kcal

30日 28.8 g 20日 23.7 g

(火) 14.2 g (火) 13.3 g

2.0 g 2.5 g

647 kcal 646 kcal

31日 24.0 g 21日 23.3 g

(水) 16.2 g (水) 15.2 g

2.4 g 2.5 g

9/ 663 kcal 666 kcal

1日 〇 23.6 g 22日 25.2 g

(木) 26.4 g (木) 30.2 g

3.4 g 3.4 g

615 kcal

2日 25.3 g 23日
(金) 20.1 g (金)

2.7 g

690 kcal 570 kcal

5日 22.9 g 26日 23.2 g

(月) 25.2 g (月) 14.4 g

2.9 g 2.5 g

573 kcal 609 kcal

6日 18.2 g 27日 23.4 g

(火) 12.1 g (火) 17.4 g

2.0 g 2.8 g

602 kcal 626 kcal

7日 〇 25.9 g 28日 29.3 g

(水) 15.4 g (水) 16.4 g

2.9 g 1.8 g

559 kcal 706 kcal

8日 〇 30.3 g 29日 23.7 g

(木) 17.5 g (木) 27.1 g

3.0 g 3.8 g

693 kcal 655 kcal

9日 20.5 g 30日 25.6 g

(金) 20.7 g (金) 22.9 g

2.3 g 3.2 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。

にんじん,きゅうり,えのきたけ,
こねぎ

ごはん,あぶら,パンこ,
こむぎこじゃがいも,
マヨネーズ,そうめん

（ 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

日 主　食 スプーン

栄養価

献　　　立　　　名
エネルギー
たんぱく質

脂質
食塩相当量

ごはん

いかのたれがけてんぷら
◎キャベツとビーフンの
　　ちゅうかサラダ
にらたまみそしる

いか こむぎこ　あぶら,ち
くわ,たまご,とうふ,かつお
ぶし,みそ

キャベツ,にんじん,にら
ごはん,あぶら,さとう,ビー
フン,ごまあぶら

ごはん

あじつけのり
さけチーズフライ
◎じゃがいものコロコロサラダ
そうめんじる

のり,さけ,チーズ,
かつおぶし,とりにく
ロースハム,
あぶらあげ,

ごはん

牛タンコロッケ
◎ツナあえ
おくずかけ
アセロラゼリー

ツナ,あぶらあげ,とうふ,
かつおぶし，
ぎゅうたん

ほうれんそう,キャベツ,もやし,
にんじん,だいこん,ほししいたけ,
なす，きぬさや

ごはん,じゃがいも,ふ
あぶら,ごま,さとう,
さといも,うーめん,
かたくりこ,,ｱｾﾛﾗｾﾞﾘｰ

ごはん

さばのみそに
ひじきのいりに
キムチじる
◎オレンジ

さば,ひじき,だいず,
あぶらあげ,ぶたにく,
とうふ,かつおぶし,
みそ

ごはん
ぶたどんのぐ
◎ブロッコリーのおかかあえ
かきたまスープ

ぶたにく,かつおぶし,
たまご,とうふ

たまねぎ,さやいんげん,
ブロッコリー,キャベツ,にんじん,
きゅうり,こねぎ

ごはん,あぶら,さとう,
ごまあぶら,かたくりこ

にんじん,きぬさや,ごぼう,
だいこん,はくさい,
ねぎ,オレンジ

ごはん,こめ,さとう,
ごまあぶら,
じゃがいも

米粉パン

とりのガーリックやき
◎わかめとコーンのサラダ
みそやさいスープ

とりにく,わかめ,
ぶたにく,
玉ねぎ,みそ

にんじん,きゅうり,たまねぎ,
コーン,もやし,はくさい,にら,
ねぎ,たけのこ，

パン,オリーブあぶら,ご
まあぶら,さとう，

ミニバターロール
パン

とりにくのマーマレードやき
きのことこねぎのパスタ
じゃがいもとウィンナーのスープ

とりにく,ベーコン,
ウィンナー

たまねぎ,しめじ,えのきたけ,
こねぎ,にんじん,キャベツ,
きぬさや

パン,マーマレード,
,オリーブあぶら,
バター,スパゲッティ,
じゃがいも,あぶら

ごはん

◎きりぼしだいこんのナムル
なつやさいカレー
◎れいとうりんご

こんぶ,ロースハム,
ぶたにく,チーズ,
スキムミルク

にんじん,きゅうり,たまねぎ,
コーン,もやし,はくさい,にら,
ねぎ,たけのこ，りんご
きりぼしだいこん,キャベツ

ごはん,ごまあぶら,
さとう,あぶら,
じゃがいも,ごま

ごはん

ささみのレモンソースがけ
◎やさいののりあえ
とうふのスープ

とりささみ,のり,
ベーコン,とうふ

レモン,ほうれんそう,キャベツ,
にんじん,きくらげ,たまねぎ

ごはん,かたくりこ,
あぶら,さとう,ごま,
ごまあぶら

麦ごはん
◎カリカリあえ
ポークカレー
◎ヨーグルト

ぶたにく,チーズ,
スキムミルク,
ヨーグルト

きゅうり,もやし,にんじん
,たくあん,たまねぎ

ごはん,むぎ,ごま,
ごまあぶら,
じゃがいも,あぶら

ごはん

けんさんかつおの
　　小ねぎソースがけ
◎ほうれんそうのおひたし
なめことあぶらふのみそしる

かつお,かつおぶし,
みそ

こねぎ,ほうれんそう,もやし,
にんじん,だいこん,なめこ,
みつば

ごはん,こめ,あぶら,
さとう,ごまあぶら,
あぶらふ

ごはん

さけのさいきょうみそやき
だいずのごもくに
じゃがいもときぬさやのみそしる

さけ,みそ,とりにく,
だいず,あぶらあげ,
かつおぶし

にんじん,たけのこ,ほししいたけ,
ごぼう,きぬさや,だいこん,
ねぎ,しめじ

ごはん,さとう,あぶら,
じゃがいも

ごはん
ホイコーロー
だいがくいも（２こ）
ごもくスープ

ぶたにく,みそ,
ロースハム

キャベツ,もやし,たけのこ,
にんじん,えのきたけ,たまねぎ,
こねぎ

ごはん,ごまあぶら,
かたくりこ,さつまいも,
あぶら,みずあめ,
はちみつ,はるさめ

ごはん

ぶたにくのしょうがいため
◎わかめときゅうりのあえもの
はるさめじる
◎れいとうみかん

ぶたにく,わかめ,
ちくわ,とうふ,
かつおぶし

たまねぎ,きゅうり,もやし,
にんじん,ほししいたけ,
はくさい,ねぎ,みかん

ごはん,こめ,
かたくりこ,ごまあぶら,
はるさめ

チーズパン

ハンバーグ
　　けんさんトマトのソースがけ
あおのりポテト
コンソメやさいスープ

ぶたにく,とりにく,
たまねぎ,あおさ,
ベーコン,チーズ

たまねぎ,トマト,にんじん,
コーン,キャベツ

パン,あぶら,さとう,
じゃがいも,バター

横割丸パン

あつぎりハムカツ

◎コールスロー

ミネストローネ

ベーコン,チーズ,
いんげんまめ,
ひよこまめ,だいず

キャベツ,きゅうり,にんじん,
コーン,たまねぎ,トマト

パン,あぶら,マカロニ,じゃ
がいも,
オリーブあぶら

ごはん

ほっけてりやき
じゃがいものそぼろに
えのきのみそしる

ほっけ,ぶたにく,
とうふ,みそ,かつおぶし

たまねぎ,さやいんげん,
えのきたけ,だいこん,
にんじん,ねぎ

ごはん,じゃがいも,
さとう,あぶら,
かたくりこ

わかめごはん

はるまき
もやしとコーンのソテー
こめワンタンスープ

わかめ,ベーコン,
ぶたにく

コーン,にら,もやし,キャベツ,
にんじん,ねぎ,ほししいたけ

ごはん,あぶら，
こめワンタン

ごはん
チンジャオロースー
◎きゅうりとメンマのあえもの
はるさめパイタンスープ

ごはん

さんまうめに
こねぎとこんにゃくのいために
とんじる
◎キャンディチーズ（２こ）

さんま,ちくわ,
かつおぶし,ぶたにく,
とうふ,みそ,チーズ

こねぎ,にんじん,ごぼう,だいこん,
はくさい,ねぎ

ごはん,ごまあぶら,
あぶら,じゃがいも

ごはん
とりのオーロラソースがけ
◎ブロッコリーとコーンのサラダ
オニオンスープ

とりにく,みそ,チーズ,
ベーコン

キャベツ,にんじん,きゅうり,
ブロッコリー,コーン,たまねぎ

ごはん,かたくりこ,
あぶら,さとう,バター

ぶたにく,みそ

ピーマン,パプリカ,たけのこ,
きゅうり,もやし,はくさい,
にんじん,きくらげ,たまねぎ,
こねぎ

ごはん,ごまあぶら,
さとう,かたくりこ,
ごま,はるさめ

ごはん

あかうおのてりやき
ぶたにくとごぼうのみそに
とうがんのみそしる
◎りんご

あかうお,ぶたにく,み
そ,とうふ,あぶらあげ,
かつおぶし

ごぼう,にんじん,さやいんげん,
とうがん,ねぎ,りんご

ごはん,こめ,あぶら,
さとう,ふ

ごはん

ビビンバのぐ
（ぶたにくのいために・◎ナムル・）
　
ザーサイとはるさめのスープ

ぶたにく,みそ

たけのこ,ねぎ,だいずもやし,
にんじん,ほうれんそう,
ザーサイ,はくさい,きくらげ,
ほししいたけ

ごはん,こめ,あぶら,
ごまあぶら,さとう,
ごま,はるさめ

ミニ低塩パン

コロッケ
パックソース
◎さきいかとだいこんのサラダ
カレーうどん

さきいか,ロースハム,
ぶたにく,
スキムミルク,チーズ

にんじん,だいこん,きゅうり,
たまねぎ,しめじ,にら

パン,あぶら,さとう,
ごまあぶら,うどん,
バター,かたくりこ

米粉フォカッチャ
とりにくのみそねぎいため
◎キャベツときゅうりサラダ
コーンポタージュ

とりにく,みそ,
スキムミルク,
なまクリーム

ねぎ,キャベツ,きゅうり,コーン,
たまねぎ

パン,はちみつ,
あぶら,さとう,バター

とうふハンバーグやさいあんかけ
ビーフンソテー
だいこんとあぶらあげのみそしる
◎チーズデザート

ぶたにく,とうふ,
あぶらあげ,みそ,
かつおぶし,
クリームチーズ

こねぎ,たけのこ,にんじん,
ピーマン,キャベツ,だいこん,
ねぎ,りんご

ごはん,さとう,
かたくりこ,ビーフン,
あぶら,じゃがいも

ごはん

たれかけにくだんご
やさいとあぶらあげのごまいため
いものこじる
◎おつきみだんご

とりにく,ぶたにく,
たまねぎ,ベーコン,
あぶらあげ,とうふ,
かつおぶし

にんじん,もやし,キャベツ,
きぬさや,だいこん,ごぼう,
ねぎ,しめじ

ごはん,ごまあぶら,
さとう,ごま,さといも,
みたらしだんご

ゆかりごはん

8.9月予定献立表 8.9月に使用予定

の涌谷産直食材
こねぎ なす ピーマン ほうれん草

じゃがいも きゅうり 玉ねぎ 長ねぎ

食育の日給食

食育の日給食



令和4年度　　涌谷町学校給食センター

たんぱく質・無機質 ビタミン・無機質 炭水化物・脂質

963 kcal

12日 33.3 g

(月) 32.0 g

3.1 g

8/ 762 kcal 750 kcal

23日 26.8 g 13日 〇 37.9 g

(火) 22.3 g (火) 18.9 g

3.0 g 3.7 g

835 kcal 854 kcal

24日 22.1 g 14日 37.4 g

(水) 27.8 g (水) 17.2 g

2.5 g 3.2 g

745 kcal 726 kcal

25日 39.6 g 15日 34.0 g

(木) 27.7 g (木) 29.5 g

4.7 g 4.2 g

802 kcal 829 kcal

26日 〇 31.2 g 16日 〇 26.6 g

(金) 17.3 g (金) 16.4 g

3.1 g 3.1 g

699 kcal

29日 31.2 g 19日
(月) 17.3 g (月)

3.1 g

697 kcal 697 kcal

30日 34.7 g 20日 28.5 g

(火) 16.1 g (火) 14.9 g

2.5 g 3.3 g

774 kcal 797 kcal

31日 28.7 g 21日 28.0 g

(水) 18.7 g (水) 17.5 g

3.1 g 3.1 g

9/ 817 kcal 847 kcal

1日 〇 28.0 g 22日 31.3 g

(木) 32.1 g (木) 37.4 g

4.2 g 4.5 g

732 kcal

2日 29.7 g 23日
(金) 23.1 g (金)

3.3 g

850 kcal

5日 27.5 g 26日
(月) 31.5 g (月)

3.4 g

690 kcal

6日 21.2 g 27日
(火) 13.5 g (火)

2.6 g

728 kcal 749 kcal

7日 〇 31.7 g 28日 35.6 g

(水) 18.0 g (水) 18.9 g

3.9 g 2.3 g

710 kcal 885 kcal

8日 〇 38.4 g 29日 28.9 g

(木) 20.9 g (木) 33.9 g

4.0 g 4.8 g

842 kcal 786 kcal

9日 24.5 g 30日 30.5 g

(金) 25.4 g (金) 25.5 g

3.0 g 4.1 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。

にんじん,きゅうり,えのきたけ,
こねぎ

ごはん,あぶら,パンこ,
こむぎこじゃがいも,
マヨネーズ,そうめん

（ 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

日 主　食 スプーン

栄養価

献　　　立　　　名
エネルギー
たんぱく質

脂質
食塩相当量

ごはん

いかのたれがけ天ぷら

◎キャベツとビーフンの中華サラダ

にらたまみそ汁

いか こむぎこ　あぶら,ち
くわ,たまご,とうふ,かつお
ぶし,みそ

キャベツ,にんじん,にら
ごはん,あぶら,さとう,ビー
フン,ごまあぶら

ごはん

味付のり
鮭チーズフライ
◎じゃがいものコロコロサラダ
そうめん汁

のり,さけ,チーズ,
かつおぶし,とりにく
ロースハム,
あぶらあげ,

ごはん

牛タンコロッケ
◎ツナ和え
おくずかけ
アセロラゼリー

ツナ,あぶらあげ,とうふ,
かつおぶし，
ぎゅうたん

ほうれんそう,キャベツ,もやし,
にんじん,だいこん,ほししいたけ,
なす，きぬさや

ごはん,じゃがいも,ふ
あぶら,ごま,さとう,
さといも,うーめん,
かたくりこ,,ｱｾﾛﾗｾﾞﾘｰ

ごはん

さばのみそ煮
ひじきの炒り煮
キムチ汁
◎オレンジ

さば,ひじき,だいず,
あぶらあげ,ぶたにく,
とうふ,かつおぶし,
みそ

ごはん
豚丼の具
◎ブロッコリーのおかか和え
かきたまスープ

ぶたにく,かつおぶし,
たまご,とうふ

たまねぎ,さやいんげん,
ブロッコリー,キャベツ,にんじん,
きゅうり,こねぎ

ごはん,あぶら,さとう,
ごまあぶら,かたくりこ

にんじん,きぬさや,ごぼう,
だいこん,はくさい,
ねぎ,オレンジ

ごはん,こめ,さとう,
ごまあぶら,
じゃがいも

米粉パン

鶏のガーリック焼き
◎わかめとコーンのサラダ
みそ野菜スープ

とりにく,わかめ,
ぶたにく,
玉ねぎ,みそ

にんじん,きゅうり,たまねぎ,
コーン,もやし,はくさい,にら,
ねぎ,たけのこ

パン,オリーブあぶら,ご
まあぶら,さとう

ミニバターロール
パン

鶏肉のマーマレード焼き
きのこと小ねぎのパスタ
じゃがいもとウィンナーのスープ

とりにく,ベーコン,
ウィンナー

たまねぎ,しめじ,えのきたけ,
こねぎ,にんじん,キャベツ,
きぬさや

パン,マーマレード,
,オリーブあぶら,
バター,スパゲッティ,
じゃがいも,あぶら

ごはん

◎切干大根のナムル
夏野菜カレー
◎冷凍りんご

こんぶ,ロースハム,
ぶたにく,チーズ,
スキムミルク

にんじん,きゅうり,たまねぎ,
コーン,もやし,はくさい,にら,
ねぎ,たけのこ，りんご
きりぼしだいこん,キャベツ

ごはん,ごまあぶら,
さとう,あぶら,
じゃがいも,ごま

ごはん

ささみのレモンソースがけ
◎野菜ののり和え
豆腐のスープ

とりささみ,のり,
ベーコン,とうふ

レモン,ほうれんそう,キャベツ,
にんじん,きくらげ,たまねぎ

ごはん,かたくりこ,
あぶら,さとう,ごま,
ごまあぶら

麦ごはん
◎カリカリ和え
ポークカレー
◎ヨーグルト

ぶたにく,チーズ,
スキムミルク,
ヨーグルト

きゅうり,もやし,にんじん
,たくあん,たまねぎ

ごはん,むぎ,ごま,
ごまあぶら,
じゃがいも,あぶら

ごはん

県産かつおの小ねぎソースがけ
◎ほうれん草のおひたし
なめことあぶらふのみそ汁

かつお,かつおぶし,
みそ

こねぎ,ほうれんそう,もやし,
にんじん,だいこん,なめこ,
みつば

ごはん,こめ,あぶら,
さとう,ごまあぶら,
あぶらふ

ごはん

鮭の西京みそ焼き
大豆の五目煮
じゃがいもときぬさやのみそ汁

さけ,みそ,とりにく,
だいず,あぶらあげ,
かつおぶし

にんじん,たけのこ,ほししいたけ,
ごぼう,きぬさや,だいこん,
ねぎ,しめじ

ごはん,さとう,あぶら,
じゃがいも

ごはん
ホイコーロー
大学芋（３個）
五目スープ

ぶたにく,みそ,
ロースハム

キャベツ,もやし,たけのこ,
にんじん,えのきたけ,たまねぎ,
こねぎ

ごはん,ごまあぶら,
かたくりこ,さつまいも,
あぶら,みずあめ,
はちみつ,はるさめ

ごはん

豚肉の生姜炒め
◎わかめときゅうりの和え物
春雨汁
◎冷凍みかん

ぶたにく,わかめ,
ちくわ,とうふ,
かつおぶし

たまねぎ,きゅうり,もやし,
にんじん,ほししいたけ,
はくさい,ねぎ,みかん

ごはん,こめ,
かたくりこ,ごまあぶら,
はるさめ

チーズパン

ハンバーグ
　　県産トマトのソースがけ
青のりポテト
コンソメ野菜スープ

ぶたにく,とりにく,
たまねぎ,あおさ,
ベーコン,チーズ

たまねぎ,トマト,にんじん,
コーン,キャベツ

パン,あぶら,さとう,
じゃがいも,バター

横割丸パン

厚切りハムカツ

◎コールスロー

ミネストローネ

ベーコン,チーズ,
いんげんまめ,
ひよこまめ,だいず

キャベツ,きゅうり,にんじん,
コーン,たまねぎ,トマト

パン,あぶら,マカロニ,じゃ
がいも,
オリーブあぶら

わかめごはん

春巻
もやしとコーンのソテー
米ワンタンスープ

わかめ,ベーコン,
ぶたにく

コーン,にら,もやし,キャベツ,
にんじん,ねぎ,ほししいたけ

ごはん,あぶら，
こめワンタン

ごはん

さんま梅煮
小ねぎとこんにゃくの炒め煮
豚汁
◎キャンディチーズ（３こ）

さんま,ちくわ,
かつおぶし,ぶたにく,
とうふ,みそ,チーズ

こねぎ,にんじん,ごぼう,だいこん,
はくさい,ねぎ

ごはん,ごまあぶら,
あぶら,じゃがいも

米粉フォカッチャ
とり肉のみそねぎ炒め
◎キャベツときゅうりサラダ
コーンポタージュ

とりにく,みそ,
スキムミルク,
なまクリーム

ねぎ,キャベツ,きゅうり,コーン,
たまねぎ

パン,はちみつ,
あぶら,さとう,バター

ごはん
ビビンバの具
（豚肉の炒め煮・◎ナムル・辛みそ）
ザーサイと春雨のスープ

ぶたにく,みそ

たけのこ,ねぎ,だいずもやし,
にんじん,ほうれんそう,
ザーサイ,はくさい,きくらげ,
ほししいたけ

ごはん,こめ,あぶら,
ごまあぶら,さとう,
ごま,はるさめ

ごはん

赤魚の照り焼き
豚肉とごぼうのみそ煮
冬瓜のみそ汁
◎りんご

ごはん

ほっけ照り焼き
じゃがいものそぼろ煮
えのきのみそ汁

ほっけ,ぶたにく,
とうふ,みそ,かつおぶし

たまねぎ,さやいんげん,
えのきたけ,だいこん,
にんじん,ねぎ

ごはん,じゃがいも,
さとう,あぶら,
かたくりこ

ミニ低塩パン

コロッケ
パックソース
◎さきいかと大根のサラダ
カレーうどん

さきいか,ロースハム,
ぶたにく,
スキムミルク,チーズ

にんじん,だいこん,きゅうり,
たまねぎ,しめじ,にら

パン,あぶら,さとう,
ごまあぶら,うどん,
バター,かたくりこ

あかうお,ぶたにく,み
そ,とうふ,あぶらあげ,
かつおぶし

ごぼう,にんじん,さやいんげん,
とうがん,ねぎ,りんご

ごはん,こめ,あぶら,
さとう,ふ

豆腐ハンバーグ野菜あんかけ
ビーフンソテー
大根と油揚げのみそ汁
◎チーズデザート

ぶたにく,とうふ,
あぶらあげ,みそ,
かつおぶし,
クリームチーズ

こねぎ,たけのこ,にんじん,
ピーマン,キャベツ,だいこん,
ねぎ,りんご

ごはん,さとう,
かたくりこ,ビーフン,
あぶら,じゃがいも

ごはん

たれかけ肉だんご
野菜と油揚のごま炒め
いものこ汁
◎お月見団子

とりにく,ぶたにく,
たまねぎ,ベーコン,
あぶらあげ,とうふ,
かつおぶし

にんじん,もやし,キャベツ,
きぬさや,だいこん,ごぼう,
ねぎ,しめじ

ごはん,ごまあぶら,
さとう,ごま,さといも,
みたらしだんご

ゆかりごはん

8.9月予定献立表 8.9月に使用予定

の涌谷産直食材
こねぎ なす ピーマン ほうれん草

じゃがいも きゅうり 玉ねぎ 長ねぎ

食育の日給食

食育の日給食

給食なし

給食なし


