
日 曜 こんだて名 赤の食品 黄色の食品 緑の食品
エネルギー
(kcal)

ナン 牛乳 牛乳 ナン たまご

エネルギー
(kcal) カレーミート ぶたにく あぶら こむぎこ

たまねぎ にんじん コーン グリン
ピース

いも

ブロッコリーのサラダ まぐろ さとう ごまあぶら ブロッコリー コーン にんじん かいそう

コンソメスープ ベーコン
はくさい にんじん えのき マッ
シュルーム

プルーンヨーグルト ヨーグルト プルーン

日 曜 こんだて名 ごはん 牛乳 牛乳 こめ さかな

ごはん 牛乳 牛乳 こめ いも かりんとんあげ ぶたにく かたくりこ あぶら さとう ごま しょうが きのこ

いかごまフライ いか あぶら パンこ こむぎこ ごま あおな ほうれんそうのおひたし
はくさい にんじん ほうれんそう
もやし

くだもの

だいこんのにもの ぶたにく さとう
だいこん にんじん いんげん に
んにく しょうが  こんにゃく

くだもの しらたまふのみそしる みそ しらたまふ にんじん だいこん えのき ねぎ

とうふのみそしる
とうふ あぶらあげ わかめ み
そ

にんじん ねぎ ごはん 牛乳 牛乳 こめ たまご

あおのりこざかな かたくちいわし あおのり さとう さばのしおやき さば あおな

こうやどうふのごもくに こうやどうふ とりにく じゃがいも さとう にんじん しいたけ いんげん かいそう

ざっこくごはん　牛乳 牛乳 こめ きび あわひえ たまご なめこじる とうふ みそ
なめこ だいこん にんじん こまつ
な

やきししゃも ししゃも きのこ コーンピラフ　牛乳 牛乳 こめ バター あぶら
にんじん たまねぎ コーン グリー
ンピース

まめ

やさいのうまに とりにく
あぶら じゃがいも あぶらふ
さとう

にんじん たまねぎ きぬさや こん
にゃく

かいそう ホキのﾋﾟｻﾞｿｰｽ ホキ あぶら
ピーマン マッシュルーム たまね
ぎ

きのこ

かみかみこんさいじる なまあげ みそ バター れんこん ごぼう にんじん しめじ はなやさいソテー ベーコン あぶら
カリフラワー ブロッコリー キャベ
ツ にんじん

くだもの

コッペパン 牛乳 牛乳 パン さかな たまごのふわふわスープ たまご チーズ パンこ にんじん エリンギ ほうれんそう

とりにくのマスタードグリル とりにく ごまあぶら あおな ごはん 牛乳 牛乳 こめ いも

ポークビーンズ ぶたにく だいず あぶら さとう たまねぎ トマト グリーンピース くだもの サンマのたつたあげ さんま かたくりこ こむぎこ あぶら あおな

コーンポタージュ ベーコン 牛乳 なまクリーム じゃがいも にんじん たまねぎ コーン パセリ きゅうりのすのもの わかめ さとう きゅうり キャベツ にんじん くだもの

ごはん 牛乳 牛乳 こめ いも アサリのみそしる とうふ あさり みそ にんじん はくさい ねぎ

いわしのなんばんづけ いわし あぶら ごまあぶら さとう ねぎ まめ

こぶづけあえ わかめ ごま さとう
キャベツ　もやし　きゅうり だいこ
ん

たまご いわてけんさん米こパン 牛乳 牛乳 パン 　米こ さかな

はくさいのみそしる みそ
にんじん はくさい だいこん えの
き こまつな

いわてけんさんチキンのハーブやき とりにく さとう バジル パセリ まめ

ごはん 牛乳 牛乳 こめ さかな ポテトサラダ じゃがいも マヨネーズ
きゅうり にんじん　コーン　グリン
ピース

かいそう

シュウマイ ぶたにく かたくりこ こむぎこ たまねぎ しょうが あおな ポパイスープ ベーコン
ほうれんそう たまねぎ にんじん
えのき コーン

もやしのいためもの ぶたにく ごまあぶら さとう
にんじん もやし たけのこ しいた
け ピーマン にんにく

くだもの ブルーベリーゼリー ゼリー

いそスープ ほたて あさり わかめ チンゲンサイ にんじん ねぎ ごはん 牛乳 牛乳 こめ さかな

ごはん 牛乳 牛乳 こめ さかな キャベツメンチカツ とりにく ぶたにく パンこ かたくりこ あぶら
たまねぎ にんじん えだまめ コー
ン キャベツ しょうが

いも

ハンバーグみぞれかけ とりにく　ぶたにく さとう
たまねぎ しょうが だいこん りん
ご レモン うめ　あおじそ

かいそう こまつなのごまあえ さとう ごま
こまつな はくさい もやし にんじ
ん

くだもの

ツナじゃが まぐろ みそ じゃがいも あぶら さとう にんじん たまねぎ えだまめ きのこ なまあげのみそしる なまあげ わかめ みそ にんじん だいこん ねぎ

ごぼうのみそしる あぶらあげ みそ
にんじん ごぼう もやし ほうれん
そう

ごはん 牛乳 牛乳 こめ たまご

ごはん 牛乳 牛乳 こめ たまご ますのてりやき ます さとう

あじのいそべフライ あじ あおさ
あぶら パンこ こむぎこ こめ
こ

あおな ひじきとだいずのにもの
ちくわ ひじき あぶらあげ だ
いず

あぶら さとう にんじん たまねぎ こんにゃく

こんにゃくのきんぴら あぶら さとう
こんにゃく にんじん ごぼう れん
こん いんげん

くだもの えのきのみそしる みそ じゃがいも にんじん キャベツ えのき ごぼう

ふのりじる とうふ ふのり みそ にんじん だいこん ねぎ オレンジ オレンジ

822
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607

856
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786

654

月
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794

608

か み か み 献 立

材　料　名

血・筋肉・歯・骨の
もとになるもの
（赤の食品）

熱や力の
もとになるもの
（黄色の食品）

体の調子を
整えるもの
（緑の食品）

遠野市学校給食センター

食 育 の 日
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839

829

664

775
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-

642

670

とくに
お家で
食べても
らいたい
食品

小学校
（中学年）

中学校

令和元年 ６月    献立のお知らせ

617

811

880

689

12 水

13 木

14 金

7 金

月3

火

木

水19

795

602

21 金

10 月

5 水

11 火

6 木

20

4

17

火18

794

597

813

663

745

スプーン

スプーン

スプーン

スプーン



日 曜 こんだて名 赤の食品 黄色の食品 緑の食品
エネルギー
(kcal)

ごはん 牛乳 牛乳 こめ さかな

スコッチエッグ たまご ぶたにく とりにく パンこ さとう あぶら たまねぎ あおな

やさいサラダ
ｷｬﾍﾞﾂ にんじん ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ ｺｰﾝ り
んご ﾚﾓﾝ うめ あおじそ

きのこ

ポークカレー ぶたにく じゃがいも あぶら ルウ
にんじん たまねぎ にんにく しょ
うが

ごはん 牛乳 牛乳 こめ たまご

はるまき ぶたにく ひじき こむぎこ はるさめ あぶら
キャベツ たまねぎ にんじん ねぎ
しょうが

いも

きりぼしだいこんのちゅうかあえ ハム ごま さとう ごまあぶら
きりぼしだいこん きゅうり キャベ
ツ

かいそう

はるさめスープ なると はるさめ にんじん チンゲンサイ にら

しょくパン 牛乳 牛乳 パン さかな

とりにくのチーズやき とりにく チーズ パセリ あおな

マカロニソテー ベーコン あぶら 　マカロニ
にんじん キャベツ ピーマン コー
ン

くだもの

ジュリアンヌスープ
はくさい たまねぎ にんじん セロ
リ

いちごジャム さとう　みずあめ いちご

わかめごはん 牛乳 わかめ 牛乳 こめ さかな

わぎゅうコロッケ ぎゅうにく じゃがいも さとう あぶら たまねぎ いも

キャベツのしらすいため しらすぼし さつまあげ あぶら キャベツ にんじん ピーマン きのこ

だいこんのみそしる みそ
にんじん しいたけ だいこん ごぼ
う もやし

ジューシーフルーツ ジューシーフルーツ

ごはん 牛乳 牛乳 こめ たまご

かつおのなんぶあげ かつお
かたくりこ こむぎこ ごま あ
ぶら

かいそう

かまぼこあえ かまぼこ
にんじん ほうれんそう キャベツ
もやし

くだもの

こうやどうふのみそしる こうやどうふ みそ じゃがいも にんじん しめじ ねぎ

☆献立は、都合により変更することがあります。

☆米と味噌は遠野産です。

☆5日、12日、17日、19日、24日、26日はスプーンがつきます。

582

平均値
644

809

基準値
650

830

808

654

878

730

794

617

847

666

755

28 金

24 月

25 火

26 水

27 木

スプーン

スプーン

食育とは、生きるための基本であり、知育・徳育・体育の基礎となる健全な食生活を実践できる力を育てていくことです。生涯を

通して健康な心身を育むうえで、「食べること」は何より大切です。ご家庭でも、「食」について話題にしてみてください。

食を通したコミニュケーション
の輪を広げましょう！

食事から望ましい
生活リズムをつくりましょう！

食べ物を大切にし
感謝して食べましょう！

食卓を共に囲んで楽しみながら、食事の
マナーや食文化など望ましい食習慣や知
識を身に付けましょう。

朝ごはんをしっかり食べて、早寝早起き
をして、生活リズムを整えましょう。

自然の恵みや食に関わる人々への感謝
の気持ちを大切にしましょう。

６月４日から１０日は「歯と口の健康週間」です。
歯や口の健康を気にすることは、楽しい食生活を送り健康なからだを維持するために、とて

も大切なことです。食事をする時は、しっかりよくかむとさまざまな良い効果が得られるので普
段から「かむこと」を意識しましょう。

よくかむことは、あごの発達により歯並びが良くなり、

歯のかみ合わせがよくなります。それにより、ここ一

番の力が必要なとき、歯をくいしばることができ、全

力をだせます。

よくかむと脳の血流量がよくな

り、記憶力や集中力を高める効

果があるといわれています。

よくかむと、脳の満腹中枢

が刺激されて満腹感を感じ

るため、食べすぎを防ぎます。

食べ物をかみくだく時、だ液

に含まれる消化を助ける成分

が食べ物と混ざり合って胃に

送られるので、消化・吸収され

やすくなります。

よくかむとだ液が多く出て、

口の中でむし歯菌が活動し

にくい状態になります。

時間に余裕をもって
食べましょう。

テレビや本などを見な
がら食べるのはやめ、
ゆったりとした気分で楽
しく食べましょう。

かみごたえのあるシー
フード、根菜類、豆類、き
のこ、海そうなどを料理に
とり入れてみましょう。また、
食材を大きめに切ると、か
みごたえが増します。

汁物や飲み物と一
緒に、口の中のもの
を流し込まないように
しましょう。流し込み
ながら食べてしまうと、
よくかむことができま
せん。

食べ物を少しずつ口に
入れましょう。

一口１５～３０回ぐらい
かむことを意識して食べ
ましょう。

６月給食だより
よくかんで食べよう

よくかんで食べるためには

よくかむことの効果


