
緑 黄 小(3・4年生） 中
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ｋｃａｌ　　たんぱくしつ ｋｃａｌ　　たんぱくしつ

17 小パン ペンネボロネーゼ ぶたにく・だいず
たまねぎ・トマト・にんじん
にんにく・グリンピース

パン（こむぎこ・こめこ）
マカロニ・オリーブあぶら 631 781

（月） シャキシャキサラダ・アセロラゼリー
ツナ（まぐろあぶらづけ）
しそひじき

にんじん・れんこん・キャベツ さとう・ごま・アセロラゼリー 24.7 30.4

18 麦ごはん 白身魚
しろみざかな

の南蛮
なんばん

漬
　づ

け たら ピーマン（き）・にんじん・たまねぎ
こめ・むぎ・でんぷん・あぶら
さとう・ごま 644 770

（火） 豆腐
とうふ

のすまし汁
じる

・冷凍
れいとう

パイン
とうふ・かまぼこ
あぶらあげ・わかめ

たまねぎ・にんじん・えのきたけ
ねぎ・パインアップル

24.4 28.8

19 麦ごはん 韓国
かんこく

風
ふう

肉
にく

じゃが とりにく・ちくわ
にんじん・たまねぎ・にんにく
さやいんげん・しろねぎ

こめ・むぎ・じゃがいも・ごま
こんにゃく・ごまあぶら・さとう 630 799

（水） ナムル・冷凍
れいとう

みかん・㊥チーズ ㊥チーズ
キャベツ・ほうれんそう・もやし
にんじん・みかん

ごまあぶら・さとう 20.0 26.1

20 麦ごはん チキンカレー
とりにく・とうにゅう
しろいんげんまめ

にんじん・たまねぎ・グリンピース
りんご・にんにく・しょうが

こめ・むぎ
あぶら・じゃがいも 682 822

（木） フルーツミックス・小魚
こざかな

かたくちいわし
みかん・パインアップル・もも
ナタデココ

21.8 24.8

21 パン 鮭
さけ

のマリネ・いちごジャム さけ
たまねぎ・ピーマン（あか・き）
レモン

パン（こむぎこ・こめこ）・あぶら
でんぷん・いちごジャム・さとう 665 834

（金） 春雨
はるさめ

と肉団子
にくだんご

のスープ
ミートボール（とりにく・ぶ
たにく）・とうふ・わかめ

にんじん・キャベツ・ほししいたけ
ねぎ

はるさめ・ごまあぶら 30.0 36.9

24 パン ポテトとお米
こめ

のささみカツ・海藻
かいそう

サラダ とりにく・かいそう キャベツ・にんじん・とうもろこし
パン（こむぎこ・こめこ）・あぶら
じゃがいも・こめパンこ・アーモンド 675 850

（月） ふわふわ卵
たまご

のスープ・冷凍
れいとう

ピーチ たまご・ベーコン
たまねぎ・キャベツ・にんじん
パセリ・もも

パンこ 27.9 34.3

25 麦ごはん 豚
ぶた

キムチ ぶたにく
はくさいキムチ・もやし・にら
にんじん

こめ・むぎ・あぶら 662 776

(火） わかめスープ・はちみつレモンゼリー
わかめ・かまぼこ・とうふ
あぶらあげ

にんじん・たまねぎ・ねぎ
ごま・ごまあぶら
はちみつレモンゼリー

24.3 28.8

26 麦ごはん ハッシュドポーク
ぶたにく
しろいんげんまめ

にんじん・たまねぎ・しめじ・グリンピース
こめ・むぎ・じゃがいも
あぶら・さとう 644 771

（水） じゃこサラダ・黒糖
こくとう

ビーンズ
しらすぼし・わかめ
だいず

キャベツ・もやし・きゅうり さとう・こくとう 22.6 26.1

27 麦ごはん マーボー豆腐
どうふ とうふ・とりにく・だいず

みそ
たまねぎ・たけのこ・ほししいたけ
にんじん・しろねぎ・しょうが・にんにく

こめ・むぎ・さとう
ごまあぶら・でんぷん 654 783

（木） 春雨
はるさめ

のソテー・冷凍
れいとう

みかん チキンハム
にんじん・ほうれんそう・たまねぎ
みかん

はるさめ・あぶら 25.2 30.0

28 小パン イタリアンスパゲッティ ぶたにく・いか
にんじん・たまねぎ
マッシュルーム・グリンピース

パン（こむぎこ・こめこ）
スパゲッティ・オリーブあぶら 620 771

（金） ささみサラダ・小魚
こざかな

アーモンド とりにく・かたくちいわし
にんじん・もやし・キャベツ
こまつな

ごまあぶら・さとう・ごま
アーモンド

28.9 35.2

31 丸パン デミグラスハンバーグ・ブロッコリーの塩
しお

ゆで
ハンバーグ
（とりにく・ぶたにく）

たまねぎ・にんじん・ブロッコリー
パン（こむぎこ・こめこ）
さとう 631 790

（月） ポテトスープ・冷凍
れいとう

パイン ベーコン
たまねぎ・にんじん・とうもろこし
パセリ・パインアップル

じゃがいも 25.0 30.7

  おやつは栄養を考えよう！

周南市立住吉学校給食センター　　　　令和２年８月学校給食献立表  

種実類
（ごま・アーモンドなど）

赤

きのこ

 お　   も　   な　   ざ　    い 　   り　   ょ　    う　 

おもに体
からだ

をつくる

いもるい

魚介類

　　　こ　　　 ん　　　 だ　　　 て

え い よ う か

にゅうせいひん

日

(曜) おもに体
からだ

の調子
ち ょ う し

をととのえる

まめるい

種実類
（ごま・アーモンドなど）

おもにエネルギーになる

 家庭
か て い

で

 とりたい食品
しょくひん

いもるい

まめるい

くだもの

魚介類

※「おもなざいりょう」の太字で書いてある食材は県産と市内産です。

※都合により献立が変更になることがあります。

◎食物アレルギーのある方に対応するため、詳細な献立表や原材料配合表を提供しています。ご希望の方は学校にお申し出ください。
◎魚を食べる時には、骨に気をつけて食べましょう。

野菜の摂取目標量…1日350ｇ以上
( 小学1年生…270ｇ、2・3年生…300ｇ）

おやつは、必ずとらなければいけないものではありませんが、毎日の食事で
不足しがちな栄養素を補う役割をもたせるとよいでしょう。
普段の食事では、無機質(カルシウム）や、ビタミンなどが不足しがちです。

これらの栄養素は、牛乳や果物などに多く含まれています。

夏野菜で、夏バテを防ごう！
～8月31日は「野菜の日」です～

毎日の暑さで、夏バテなどしていません
か？暑くて食欲が出にくい時ですが、食事を
きちんと食べて、体力をつけることが大切で
す。
夏野菜の多くは水分をたっぷり含む上、体
を冷やす効果もあり、夏バテ予防にぴったり
です。食欲がない時にも食べやすので、ぜひ
食事に取り入れてみましょう。

市販のお菓子や飲み物は、
栄養成分や原材料を
チェックしましょう。


