
日 曜 こんだて名 赤の食品 黄色の食品 緑の食品 摂取量

くりかぼちゃパン 牛乳 牛乳 パン 657kcal さかな

摂取量 ポテトのキッシュ たまご 　牛乳 じゃがいも 2.6g かいそう

小学校
エネルギー

チリコンカン
ぶたにく しろいんげんま
め

あぶら さとう
にんにく にんじん たまねぎ マッ
シュルーム グリーンピース

773kcal くだもの

小学校
食塩相当量

やさいスープ とりにく
にんじん たまねぎ キャベツ
ホールコーン チンゲンサイ

3.2g

中学校
エネルギー

日 曜 こんだて名
中学校

食塩相当量
ごはん 牛乳 牛乳 こめ 688kcal さかな

ごはん 牛乳 牛乳 こめ 628kcal いも とりにくのからあげ とりにく かたくりこ あぶら にんにく 2.2g たまご

いわしのうめに いわし さとう うめ 2.4g あおな かいそうサラダ わかめ さとう ごまあぶら
かんてん キャベツ にんじん ブ
ロッコリー

839kcal くだもの

ごもくまめ こんぶ とりにく だいず さとう ごぼう にんじん えだまめ 783kcal くだもの キムチじる ぶたにく みそ とうふ あぶら さとう
えのき はくさい  チンゲンサイ
にら

わかめときのこのかきたまじる たまご わかめ とうふ かたくりこ にんじん えのき ねぎ 2.9g プリン とうにゅう さとう

ごはん 牛乳 牛乳 こめ 691kcal まめ ごはん 牛乳 牛乳 こめ 601kcal いも

かみかみたこメンチ たこ パンこ あぶら 3.0g かいそう コーンシューマイ ぶたにく こむぎこ コーン 1.7g くだもの

つぼづけあえ
こまつな キャベツ もやし だいこ
ん

859kcal くだもの はっぽうさい ぶたにく いか ごまあぶら かたくりこ
たけのこ きくらげ しいたけ にん
じん たまねぎ はくさい きぬさや

749kcal

ハヤシシチュー ぶたにく あぶら じゃがいも ルウ
にんにく たまねぎ にんじん マッ
シュルーム 　グリーンピース

3.6g レタスとたまごのスープ ベーコン たまご とうふ かたくりこ にんじん なめこ レタス 2.0g

むすびパン 牛乳 牛乳 パン 635kcal さかな ごはん 牛乳 牛乳 こめ 635kcal たまご

チキンチーズやき とりにく　チーズ 3.0g たまご さんまかんろに さんま 2.0g かいそう

ポテトサラダ じゃがいも さとう あぶら えだまめ ホールコーン 783kcal くだもの いりどり とりにく さとう さといも  あぶら
たけのこ れんこん にんじん し
いたけ グリーンピース

792kcal くだもの

やさいといんげんまめのスープ
ベーコン しろいんげんま
め ウインナー

にんじん たまねぎ キャベツ パ
セリ

3.6g なめこけんちんじる あぶらあげ とうふ
ごぼう にんじん だいこん なめこ
ねぎ 大根葉

2.5g

ごはん 牛乳 牛乳 こめ 615kcal いも ミルクパン 牛乳 牛乳 パン 687kcal さかな

かぼちゃのひきにくフライ ぶたにく こむぎこ あぶら かぼちゃ 2.1ｇ たまご なすとトマトのグラタン じゃがいも なす　トマト 2.8g たまご

すきこんぶに
こんぶ ちくわ　あぶらあげ
しらすぼし

さとう　あぶら にんじん 794kcal くだもの やさいとまめのゆずかあえ ツナ　 いんげんまめ ごまあぶら
ブロッコリー きゅうり キャベツ
ゆず

868kcal くだもの

きのこのみそしる ぶたにく　とうふ　みそ にんじん しめじ はくさい ねぎ 2.6g ラビオリスープ      ぶたにく こむぎこ　じゃがいも
にんじん はくさい たまねぎ パセ
リ

3.5g

ごはん 牛乳 牛乳 こめ 653kcal いも ごはん 牛乳 牛乳 こめ 584kcal いも

ほしのハンバーグ とりにく　ぶたにく たまねぎ 2.0ｇ まめ やきぎょうざ ぶたにく こむぎこ キャベツ　たまねぎ　にら 2.3g まめ

くきわかめのサラダ くきわかめ　ハム かつお オリーブオイル
キャベツ きゅうり にんじん ホー
ルコーン

829kcal たまご かみかみサラダ さきいか ごま さとう ごまあぶら
こまつな きゅうり にんじん もや
し ごぼう

742kcal

たなばたじる たら とりにく あぶらあげ ふ しいたけ にんじん ねぎ こまつな わかめスープ うずらたまご わかめ たけのこ にんじん えのき ねぎ

たなばたゼリー ゼリー れいとうみかん みかん

ゆかりごはん こめ 602kcal さかな

牛乳 牛乳 2.7ｇ あおな ごはん 牛乳 牛乳 こめ 720kcal さかな

ちぐさやき たまご チーズ
たまねぎ　にんじん　ほうれんそ
う

766kcal くだもの 遠野産なつやさいのカレー ぶたにく ひよこまめ あぶら ルウ
にんじん たまねぎ かぼちゃ トマ
ト なす ピーマン にんにく

2.5g かいそう

にくじゃが ぶたにく さとう あぶら じゃがいも
たまねぎ にんじん こんにゃく い
んげん

アンサンブルエッグ たまご  チーズ 889kcal まめ

わかめのみそしる わかめ とうふ みそ だいこん にんじん ねぎ フルーツポンチ ゼリー しらたまだんご パイン もも みかん 2.9g

ごはん 牛乳 牛乳 こめ 666kcal いも ごはん 牛乳 牛乳 こめ 674kcal さかな

さばのみそに さば　みそ さとう 2.2ｇ たまご こうやとうふフライ こうやとうふ パンこ あぶら 2.3g たまご

なめたけあえ
ほうれんそう もやし にんじん な
めたけ

854kcal くだもの きんぴらごぼう ちくわ あぶら さとう ごま
ごぼう にんじん こんにゃく れん
こん きくらげ ピーマン

805kcal くだもの

せんべいじる とりにく かやきせんべい
ごぼう だいこん にんじん しめじ
ねぎ

2.7g なつやさいのみそしる みそ じゃがいも ふ
にんじん たまねぎ なす いんげ
ん

2.7g

2.7g

令和元年 ７月    献立のお知らせ
遠野市学校給食センター

10 水

11

遠野北小学校　希望献立

材　料　名

血・筋肉・歯・骨の
もとになるもの
（赤の食品）

エネルギーの
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）

とくに
お家で
食べても
らいたい
食品

1 月

2 火 12 金

木

3 水 16 火

4 木 17 水

5 金

七　夕　献　立

18 木

遠野東中学校　希望献立

2.7g 3.1g

8 月 19 金

食　育　の　日

9 火 22 月

3.6g

スプーン

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 摂取量

ごはん 牛乳 牛乳 こめ 660kcal いも

いかのねぎしおやき いか さとう ごまあぶら ごま しょうが にんにく ねぎ 2.1g こざかな

あつあげとやさいのみそいため なまあげ ぶたにく みそ さとう あぶら
しいたけ にんじん たまねぎ
ピーマン

816kcal

なめことチンゲンサイのかきたまじる たまご とうふ かたくりこ にんじん なめこ チンゲンサイ

グレープフルーツ グレープフルーツ

しょくパン 牛乳 牛乳 パン 701kcal さかな

マーマレード マーマレード 2.8g たまご

ハッシュポテト じゃがいも たまねぎ 835kcal かいそう

ぶたにくとまめのトマトに
ぶたにく  いんげんまめ
チーズ

あぶら
たまねぎ にんじん ホールコーン
トマト

かぼちゃのスープ ベーコン 牛乳 あぶら ルウ
たまねぎ にんじん かぼちゃ マッ
シュルーム パセリ

古代米ごはん こめ 紫米 648kcal いも

牛乳 牛乳 2.3g あおな

あじのしろてりやき あじ 787kcal くだもの

そぼろひじき とりにく ひじき たまご さとう
しょうが ごぼう にんじん えだま
め

なめこじる とうふ みそ なめこ だいこん にんじん ねぎ

コーンピラフ こめ バター あぶら
にんじん たまねぎ ホールコーン
グリーンピース

たまご

牛乳 牛乳 まめ

とりにくのカレーマヨやき とりにく マヨネーズ 721kcal くだもの

ゆかりあえ しらすぼし キャベツ きゅうり

トマトとレタスのスープ わかめ ウインナー トマト レタス たまねぎ

☆献立は、都合により変更することがあります。

☆米と味噌は遠野産を使用しています。

☆2日、3日、10日、17日、19日、24日、25日はスプーンがつきます。

2.6g

3.3g

2.7g

3.7g

23 火

エネルギー　650kcal

食塩　2.0g未満

エネルギー　830kcal

2.5g未満

小学校（中学年）基準値

24 水

中学校基準値

25 木

※食塩
しょくえん

のとりすぎは病気
びょうき

のリスクを高
たか

めます。家庭
かてい

の食事
しょくじ

でも減塩
げんえん

・適
てき

塩
えん

を心
こころ

がけましょう。

26 金

スプーン

スプーン

7月給食だより
マナーを守って楽しく食べよう

「マナー」とは、もともと「手」を意味するラテン語でからできた言葉です。道具を手
で扱うことから「作法」を意味するようになり、今では人に対する態度についてもいわれる
言葉です。マナーの基本は相手の立場になって考え、気持ちを思いやること。毎日の給食で
もみんなが気持ちよく食べられるように、マナーの意味を考え、しっかり守りましょう。


