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　家庭で エネルギー

緑 黄 小学校   　　　　 Ｋｃａｌ

おもに体の調子を整えるもとになる食品
おもにエネルギーのもとになる食

品

Ｋｃａｌ　　　　　　中学校

2 麦ごはん マーボー豆腐 とうふ、ぶたにく、あかみそ
にんじん、たまねぎ、ほししいたけ、ねぎ
しょうが、にんにく

こめ、むぎ
ごまあぶら、でんぷん

ちゅうかスープのもと、トウバン
ジャン、しょうゆ

かいそう 665
(月) チンゲンサイとキャベツのソテー　ヨーグルト

まぐろ
ヨーグルト

チンゲンサイ、キャベツ あぶら コンソメ、しお、こしょう くだもの 801

3 コッペパン 鮭マヨネーズ風味焼き　粉ふきいも
さけ
あおのり

パン、マヨネーズ
じゃがいも

しお 種実（ごま､ｱｰﾓﾝﾄﾞなど 655
(火) ビーフン汁　レーズンクリーム

ぶたにく、かまぼこ、ぎゅう
にゅう(レーズンクリーム)

たまねぎ、もやし、にんじん
ビーフン
レーズンクリーム

ちゅうかスープのもと、しょうゆ、
しお、こしょう

まめせいひん 883

4 麦ごはん いわしの生姜煮　切り干し大根のごま炒め
いわし
まぐろ

しょうが
きりぼしだいこん、にんじん

こめ、むぎ、でんぷん
さとう、あぶら、ごま

しょうゆ、みりん たまご 673
(水) 豚肉とじゃがいものみそ煮 ぶたにく、しろみそ

たまねぎ、にんじん、さやいんげん、ほし
しいたけ

じゃがいも、あぶら、さとう しょうゆ、みりん にゅうせいひん 809

5 コッペパン ししゃもフリッター（小学２コ、中学３コ） たっぷり野菜スープ
ししゃも
ウインナー(とりにく)

にんじん、たまねぎ、キャベツ
パン、こむぎこ、でんぷん、あぶら
じゃがいも

コンソメ、しょうゆ、しお、こしょう きのこ 656
(木) ゆで野菜　青じそドレッシング　りんごジャム キャベツ、コーン、にんじん りんごジャム あおじそドレッシング まめせいひん 900

6 麦ごはん 筑前煮 とりにく、なまあげ、ちくわ
ごぼう、にんじん、れんこん、さやいんげ
ん、ほししいたけ

こめ、むぎ
さといも、さとう、あぶら

わふうだし、しょうゆ、みりん かいそう 648
（金） キャベツともやしの炒め物　煮豆

しらすぼし
きんときまめ

キャベツ、もやし、にんじん あぶら、ごま コンソメ、しお、こしょう にゅうせいひん 797

9 麦ごはん さばのみそ煮　れんこんのきんぴら
さば、みそ
ちくわ

れんこん、にんじん
こめ、むぎ
さとう、ごまあぶら、ごま

わふうだし、さけ、しょうゆ、とう
がらし

くだもの 715
（月） とうふ汁　アーモンド とうふ、とりにく にんじん、たまねぎ、もやし、ねぎ アーモンド

だしこんぶ、けずりぶし、しょう
ゆ、しお

こざかな 832

10 フランスパン ポークビーンズ　 だいず、ぶたにく たまねぎ、にんじん、さやいんげん
パン
じゃがいも、さとう

チキンスープ、ケチャップ、トマトソー

ス、コンソメ、ウスターソース、こしょう きのこ 674
（火） 野菜のごまピー炒め　オレンジグミ ベーコン キャベツ、さやいんげん

ごま、ピーナッツ、あぶら
オレンジグミ

コンソメ、しょうゆ、しお、こしょう ぎょかいるい 826
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 平成２６年 　　　　　　　６月 分 こ ん だ て 予 定 表

毎月１９日は「食育の日」です
食生活について考える日にしましょう
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11 減麦ごはん 五目うどん　さんまのおかか煮
とりにく、かまぼこ、あぶらあ
げ、さんま、かつおぶし

にんじん、たまねぎ、ねぎ、ほししいたけ
こめ、むぎ
うどん、さとう

だしこんぶ、けずりぶし、さけ、
しょうゆ、みりん、しお かいそう 653

(水) チンゲンサイのしらす炒め しらすぼし チンゲンサイ、キャベツ ごま、あぶら コンソメ、しお、こしょう くだもの 794

12 丸パン チキン照り焼きパティ　キャベツのソテー てりやきパティ(とりにく) キャベツ
パン、さとう
あぶら

コンソメ、しょうゆ、しお、こしょう こざかな 709
(木) (よこわり) うずら卵のクリーム煮　キウイフルーツ

ぶたにく、いんげんまめ、うず
らたまご、ぎゅうにゅう

にんじん、たまねぎ、グリンピース
キウイフルーツ

じゃがいも、あぶら ポタージュのもと、しお、こしょう 種実（ごま､ｱｰﾓﾝﾄﾞなど 934

13 麦ごはん コシーニャ風コロッケ　　フェジョアーダ
とりにく、あかいんげんまめ
ぶたにく、ウインナー(とりにく)

たまねぎ、にんじん、トマト、にんにく、パ
セリ

こめ、むぎ、こむぎこ、パンこ、じゃ
がいも、あぶら

ケチャップ、コンソメ、しお、こしょ
う ぎょかいるい 762

（金） コーヴィ・ア・ミネイラ　コーヒーゼリー
ベーコン
とうにゅう キャベツ

オリーブあぶら
コーヒーゼリー

コンソメ、しお、こしょう くだもの 904

16 麦ごはん 四川風芙蓉蟹　もずくスープ
ふようはい(たまご、かに)
とうふ、とりにく、もずく

たまねぎ、にんじん、もやし、ねぎ
こめ、むぎ
でんぷん

ちゅうかスープのもと、さけ、しょ
うゆ、しお

いも 637
(月) 春雨と野菜のオイスター炒め　小魚

ハム(ぶたにく)
いりこ

キャベツ、ピーマン、にんじん はるさめ、ごまあぶら、ごま
オイスターソース、しょうゆ、し
お、こしょう

きのこ 757

17 小コッペパン ミートスパゲッティ　チョコ大豆 ぎゅうにく、ぶたにく にんじん、たまねぎ、グリンピース
パン
スパゲッティ、あぶら、チョコだいず

ケチャップ、デミグラスソース、ウスター

ソース、コンソメ、しお、こしょう かいそう 694
（火） 野菜のソテー　きらきらフルーツ ハム(とりにく)

コーン、キャベツ、にんじん
みかん、もも、パインアップル

あぶら
ナタデココ

しお、こしょう にゅうせいひん 870

18 麦ごはん 中華春巻き　チンゲンサイのスープ
ぶたにく、ひじき
とうふ、ベーコン

キャベツ、たまねぎ、にんじん、ねぎ、しょ
うが、チンゲンサイ、ほししいたけ

こめ、むぎ
こむぎこ、はるさめ、あぶら

ちゅうかスープのもと、しょうゆ、
みりん、しお、こしょう

くだもの 669

(水) ゆで野菜　中華ドレッシング　ひじきのり ひじき、のり ブロッコリー、キャベツ、コーン ちゅうかドレッシング 種実（ごま､ｱｰﾓﾝﾄﾞなど 779

19 コッペパン 洋風炒り豆腐　ソフトチーズ
とうふ、ぶたにく、たまご
チーズ

たまねぎ、にんじん、コーン、グリンピース
パン
あぶら、さとう

カレーパウダー、コンソメ、しょう
ゆ、しお

いも 693

(木) さやいんげんとナッツのソテー　冷凍ピーチ ハム(とりにく)
キャベツ、さやいんげん
もも

アーモンド、あぶら しお、こしょう こざかな 902

20 麦ごはん さばの照り焼き　かきたま汁
さば
たまご、とりにく、かまぼこ

たまねぎ、にんじん、ねぎ、ほししいたけ
こめ、むぎ
でんぷん

だしこんぶ、けずりぶし、しょう
ゆ、みりん、しお

まめせいひん 673

（金） しらたきとキャベツのじゃこ炒め しらすぼし キャベツ、こまつな ごまあぶら、あぶら、ごま さけ、しょうゆ、みりん くだもの 822

23 麦ごはん 生揚げの中華煮　 なまあげ、とりにく
キャベツ、にんじん、たけのこ、しめじ、さ
やいんげん、しょうが

こめ、むぎ、ごまあぶら、でんぷ
ん、さとう

ちゅうかスープのもと、オイス
ターソース、しょうゆ いも 665

（月） チャプチェ　マンゴープリン
ぶたにく、ぎゅうにゅう(マン
ゴープリン)

たまねぎ、にんじん、にら、ほししいたけ
にんにく

はるさめ、ごまあぶら、ごま、さとう
マンゴープリン

オイスターソース、しょうゆ、し
お、こしょう

にゅうせいひん 808

24 ミルクパン アンサンブルエッグ　ブロッコリーの塩ゆで　
たまご、チーズ、ベーコン、か
とうれんにゅう

たまねぎ
ブロッコリー

パン、じゃがいも しお まめせいひん 696

（火） ミネストローネ　マヨネーズ(卵抜き)　冷凍パイン ベーコン
たまねぎ、キャベツ、セロリー、にんじん
トマト、パセリ、パインアップル

じゃがいも、マカロニ、あぶら
マヨネーズ(卵抜き)

トマトピューレ、チキンスープ、コ
ンソメ、しお、こしょう

きのこ 908

25 麦ごはん 地場産給食の日はもフライ じゃがいものみそ汁
はも
とうふ、あぶらあげ、みそ

にんじん、たまねぎ、しめじ、ねぎ
こめ、むぎ
こむぎこ、あぶら、じゃがいも

だしいりこ、しお くだもの 659
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うふ、あぶ あげ、みそ むぎ 、あぶ 、 ゃ も

(水) ひじきの炒め煮　 だいず、ひらてん、ひじき にんじん ごま、さとう、あぶら さけ、しょうゆ たまご 781

26 ナン ビーンズドライカレー　あらびきウインナー
ぎゅうにく、ぶたにく、ひよこまめ、レ

ンズまめ、ウインナー(とりにく)
たまねぎ、にんじん、しょうが、にんにく

ナン
あぶら

カレールウ、カレーパウダー、ケ
チャップ、ウスターソース

こざかな 637

(木) キャベツとコーンのソテー　アップルシャーベット
キャベツ、コーン
りんご

あぶら コンソメ、しお、こしょう いも 810

27 麦ごはん 親子丼　 とりにく、ちくわ、たまご にんじん、たまねぎ、ねぎ こめ、むぎ、さとう、でんぷん
だしこんぶ、わふうだし、さけ、
しょうゆ、みりん、しお

にゅうせいひん 659

（金） 糸昆布の煮物　冷凍みかん
ひらてん、あぶらあげ、いとこ
んぶ

にんじん、さやいんげん
みかん

さとう、ごまあぶら、ごま わふうだし、さけ、しょうゆ きのこ 801

30 麦ごはん 韓国風肉じゃが とりにく、ちくわ たまねぎ、にんじん、ねぎ、にんにく
こめ、むぎ、じゃがいも、ごまあぶ
ら、ごま、さとう

さけ、しょうゆ、コチュジャン まめせいひん 662

（月） チンゲンサイのソテー　ミニトマト（小学２コ、中学３コ） ベーコン
チンゲンサイ、コーン
ミニトマト

アーモンド、あぶら コンソメ、しお、こしょう くだもの 817
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平成１７年に「食育基本法」が施行され、「食育推進基本計画」により毎年６月は食
育月間、１９日は食育の日と定められました。

この機会に、「食」について意識し、自分たちが日常生活の中で何ができるかを考え、
継続して実行できるようにしてみましょう。

●例えば、こんなことを実行しましょう！●

ブラジル料理について
６月１３日(金)の給食には「ワールドカップ応援！給食」として

ブラジル料理を取り入れます！

「コシーニャ風コロッケ」

ほぐした鶏肉を衣で包んだブラジル風のコロッケです。「コシーニャ」とは

「鶏のもも肉」という意味で、ブラジルでは鶏肉を使ったコロッケがよく食べられ

ています。

ブラジルでは子ども達が集まる広場や、試合が行われるサッカー場でも売られて

います。３時のおやつの時間に、スナック感覚で気軽に食べられていることも多い

そうです。

「フェジョアーダ」

豆と肉類をじっくり煮込んだ料理です。ブラジルでは黒豆を使うことが多い

ですが、給食では赤いんげん豆を使用します。

ブラジルではごはんにかけて食べる習慣もあるそうです。

「コーヴィ・ア・ミネイラ」

「フェジョアーダ」の付け合わせとして、よく食べられている炒め物です。

葉野菜をオリーブオイルで炒めたものです。

ブラジルは「コーヒーの生産量が世界一」の国なので、デザートに「コーヒー
ゼリー」を出します。ブラジルの気分を味わいましょう！

材料の都合により、献立を変更することがあります。
光市のホームページに、給食センターの概要や献立表が掲載されています。ご覧ください。 アクセス方法は「光市ホームページhttp://www.city.hikari.lg.jp」→ 「組織から探す」→「学校給食センター」

ゼリ 」を出します。ブラジルの気分を味わいましょう！


