
                 

 
                                                                       祖父江町学校給食センター  
日 

付 

曜 

日 主 食 献  立  名 
お  も  な  食  品  

メッセージ 
おもに血・肉・骨になる おもに熱や力になる おもに体の調子を整える 

１ 金 

ごはん 

 

ちくわのいそべあげ（2ほん） 

アスパラのおかかあえ 

ちゃんこじる 

ぎゅうにゅう やきちくわ 

あおのり はなかつお  

ぶたにく なまあげ 

ごはん こむぎこ  

あぶら 

ごまあぶら 

アスパラガス キャベツ にんじん 

もやし しめじ はくさい 

ねぎ しょうが 

７がつのきゅうしょくには、いろ

いろななつやさいがはいっていま

す。しっかりたべてくださいね。 

４ 月 

ごはん 

 

しろごまつくね（2こ） 

わふうあえ 

モロヘイヤのみそしる 

ぎゅうにゅう かにかまぼこ 

わかめ とうふ あぶらあげ 

みそ しろごまつくね 

ごはん さとう きゅうり キャベツ たまねぎ 

コーン モロヘイヤ 

えのきたけ えだまめ 

モロヘイヤは、なつやさいで、ア

ラビアごで、「おうさまのやさい」

といういみです。 

５ 火 

こがたロール 

 

ペンネボロネーゼ 

えだまめコロッケ 

フルーツジュレ 

ぎゅうにゅう  

ぶたミンチ  

だいず 

こがたロール さとう あぶら 

ペンネ アセロラジュレ 

えだまめコロッケ 

にんにく たまねぎ にんじん 

パセリ トマト みかん 

パイン もも 

「ペンネポロネーゼ」のペンネと

はペンさきのかたちをしたパスタ

のこと、ボロネーゼとはイタリア

ごでミートソースのことです。 

６ 水 

だいこんばごはん 

 

 

あつやきたまご 

こんぶあえ 

もちいりすましじる 

ぎゅうにゅう しおこんぶ 

とりにく あぶらあげ 

わかめ あつやきたまご 

だいこんばごはん  

もち 

もやし きゅうり キャベツ 

ほししいたけ だいこん 

はくさい にんじん  

きゅうりは１ねんじゅうおみせで

みかけますが、じつはなつやさい

です。こんぶあえにはいっていま

す。 

７ 木 

ひやしうどん 

 

ひやしうどんつゆ 

ひやしうどん 

ほしがたメンチカツ 

たなばたゼリー（業者回収） 

ぎゅうにゅう あぶらあげ 

きんしたまご 

ほしがたメンチカツ 

ひやしうどん さとう 

あぶら 

たなばたゼリー 

ほししいたけ にんじん いんげん 

キャベツ きゅうり もやし 

たけのこ 

７がつ７かは、たなばたです。た

なばたにちなんで、ほしのかたち

のメンチカツとゼリーがでます。 

 

８ 

 

金 

ごはん 

 

さわらのしおやき 

いそに 

どさんこじる 

ぎゅうにゅう さわら みそ 

ひじき とりミンチ はんぺん 

あぶらあげ ぶたにく とうふ  

ごはん あぶら 

さとう  

じゃがいも 

こんにゃく にんじん 

グリンピース もやし ねぎ 

コーン 

どさんこじるのなかには、ホール

コーンがはいっています。コーン

もなつやさいです。 

１１ 月 

むぎごはん 

 

ぶたキムチどん 

ごもくちゅうかスープ 

れいとうみかん 

ぎゅうにゅう ぶたにく  

なまあげ 

ミートボール とうふ 

むぎごはん  

さとう  

ごまあぶら 

 

にら もやし はくさい たまねぎ 

にんじん えのきたけ コーン 

チンゲンさい はくさいキムチ  

しょうが れいとうみかん ほししいたけ  

ピリッとからいキムチは、しょく

よくをそそりますね。キムチはえ

いようかがたかく、からだによい

こうかがあるしょくひんです。 

１２ 火 

サンドイッチバンズ 

キャンディチーズ

（2こ） 

１しょくようｹﾁｬｯﾌ  ゚

ハンバーガー 

じゃがいものコンソメに 

ぎゅうにゅう ハンバーグ 

とりにく ベーコン  

キャンディチーズ  

サンドイッチバンズ 

あぶら じゃがいも 

キャベツ にんじん たまねぎ  

しめじ グリンピース 

じゃがいもはいろいろなひんしゅ

があります。きゅうしょくでは「だ

んしゃく」というしゅるいをおも

につかっています。 

13 

水 

ごはん 

 

ししゃもフライのごまみそかけ（2ほん） 

ひじきとささみのさっぱりあえ 

とうがんじる 

ぎゅうにゅう みそ ひじき 

ささみ ぶたにく  

あぶらあげ ししゃもフライ 

ごはん あぶら 

さとう いりごま  

ごまあぶら でんぷん 

きゅうり コーン 

こんにゃく にんじん とうがん 

ほししいたけ 

とうがんはなつやさいです。すい

ぶんをおおくふくんでいるので、

からだをひやすこうかがありま

す。 

14 木 

わかめごはん 

 

とりにくのてりやき 

チンゲンさいのおひたし 

スタミナじる 

ぎゅうにゅう ぶたにく 

とりにくきりみ 

あぶらあげ とうふ みそ 

わかめごはん あぶら 

さとう でんぷん  

すりごま ごまあぶら 

チンゲンさい もやし にんじん 

だいこん ごぼう たまねぎ 

ねぎ にんにく 

スタミナじるは、ぐがたっぷりは

いっています。すこしにんにくも

はいってスタミナまんてんです。 

15 金 

ひやしちゅうかめん 

 

ひやしちゅうかｽｰﾌ  ゚

ひやしちゅうか 

ビッグしゅうまい（2こ） 

ブラジルコーヒープリン（業者回収） 

ぎゅうにゅう ささみ 

きんしたまご  

ビッグしゅうまい  

ブラジルコーヒープリン 

ひやしちゅうかめん きゅうり もやし にんじん 

キャベツ 

８がつ５かからブラジルではじまる

オリンピックにちなんで、ブラジル

さんコーヒーがはいったプリンがで

ます。にっぽんをおうえんしよう！ 

 

1９ 

 

火 

むぎごはん 

 

 

ドレッシング 

シーフードカレー 

グリーンサラダ 

ふくじんづけ 

アイスクリームセレクト（業者回収） 

ぎゅうにゅう  

いか えび ほたて 

とうにゅうアイス 

むぎごはん ルウ 

じゃがいも  

ドレッシング  

パピコ 

しょうが にんにく たまねぎ 

にんじん トマト ふくじんづけ  

キャベツ きゅうり  

じゅうろくささげ コーン 

１がっきさいごのきゅうしょく

は、にんきのカレーです。きょう

はシーフードいりなので、いつも

よりさっぱりとしています。 

・牛乳は毎日つきます。 ・   は「かみかみ献立の日」です。 ・   の食品は愛知県産です。 ・ 材料仕入れの都合により、献立を変更する場合があります。 

 

 

                                                          

 

平成２８年７月 学校給食献立表（小学校）  


