
ご家庭でのお弁当作りにも
この献立表をご活用ください。

はスプーンがあると
食べやすい日を示しています。

は新メニューは玄米ごはん，は麦ごはん（火・木曜日），牛乳が
（138kcal）

つきます。毎日予約システムでは日々の献立に
栄養教諭からのコメントも載せています！

令和２年
選択制・中学校給食

※献立は，諸事情により一部変更する場合があります。

6月の
メニュー

京都市教育委員会

2日 ミニトマト

ミニトマトミニトマト

3日 鰯
いわし

鰯のかば焼き鰯のかば焼き
いわしいわし

17日 万願寺とうがらし

鶏肉と万願寺のしょうがあん鶏肉と万願寺のしょうがあん

11日 豆鯵

豆鯵のから揚げ豆鯵のから揚げ

まめあじ

まめあじまめあじ

30日 飛魚

飛魚の竜田揚げ飛魚の竜田揚げ

　鶏肉と玉ねぎを，香味野菜の
にんにく，しょうがを使って，しょ
うゆや酢などで調味して仕上げ
ました。ご飯によく合う味付け
です。

　京都産の万願寺とうがらしと
鶏肉をしょうがと一緒にいため，
たっぷりのだしで炊きました。
しょうがの香りと，旬の万願寺
とうがらしを味わってください。

9日

鶏肉のさっぱり煮鶏肉のさっぱり煮

17日

鶏肉と万願寺のしょうがあん鶏肉と万願寺のしょうがあん

・中学校給食は，前払い (事前チャージ )制です。
（就学援助を受けておられるご家庭は，給食費が援助対象となりますので，
お支払いなくご利用できます。）
・クレジット決済による「自動チャージ」と，翌々月分から自動で予約される
　「ずっと予約」を合わせて利用すると，卒業まで，給食の予約忘れを防げます！

6月分の予約期間のお知らせ
予約システム 5 月1日（金）～18日（月）
予約マークシート 5 月1日（金）～11日（月）　学校へ提出

とびうお

とびうおとびうお

令和元年度に実施した「食生活実態調査」の結果では，給食を利用する生徒のみなさんが
「給食の良いと思う点」として選んだのは,次の通りでした。
第1位　栄養バランスが良い食事が食べられる。
第2位　安全な食材が使用され，夏場の弁当の傷みなどを気にしなくてよい。
第3位　荷物が軽くなる。
学校給食を通して，さまざまな食べ物や料理にふれて食の経験を豊かにし，栄養のバランスを
考えながら自分で食べ物を選ぶ力を身に付けてほしいと思います。

「食べ物を選ぶ力」を身に付けよう！

たっぷりのだしで
炊いた高野豆腐に，
鶏ひき肉を加えて
じっくり煮込み
ました。

８月
・キャベツとコーンのソテー　・高野豆腐のそぼろ煮
・大根葉の煮浸し　・こんにゃくのごまみそあえ

たけのこコロッケ 11木
・豆鯵のから揚げ　・小松菜のいため物
・カリフラワーのレモン和え　・茎わかめのきんぴら

まめあじ

タ ッ カ ル ビ
京都府舞鶴産の

豆鯵です。
まめあじ

・大根葉のおかかいため
・高野豆腐と野菜の煮物
・白玉あずき
・ささみとわかめの梅ごまあえ

30火
　旬の食材である飛魚を使った「飛魚の
竜田揚げ」を主菜に，6月30日の夏越し
の祓(なごしのはらえ)に合わせて，厄除
けの食べ物と言われる小豆を使った「白
玉あずき」も組み合わせました。

和（なごみ）献立飛魚の竜田揚げ
とびうお

とびうおとびうお

京都府舞鶴産の

飛魚です。

とびうお

豆鯵は頭から
尻尾まで，
骨ごと食べる
ことができるので，
カルシウムたっぷりです。

まめあじ

甘夏みかんゼリー

・ミニトマト　・ブロッコリーのソテー
・厚揚げの甘煮　・なすのごま煮　・ごぼうのいため煮

２火 焼 肉

なすの紫色の色素
「ナスニン」は，
目の疲れを
和らげる効果が
あります。

京都産の
ミニトマトです。

「豚たま丼の具」は，
ご飯にのせて
食べましょう。

４木
・じゃことコーンの天ぷら　・キャベツのソテー
・昆布豆　・きゅうりの甘酢煮

豚たま丼の具

ニラはビタミンB1の
吸収を高めます。
ビタミンB1の
豊富な豚肉と
相性バッチリです。

３水
・ほうれん草のおかか煮　・豚肉とニラのピリ辛いため
・かぼちゃの煮付け　・茎わかめのいため物

鰯のかば焼き

京都府舞鶴産の

鰯です。
いわし

いわし ５ 金
・チャウダー　・小松菜のガーリックいため
・カラフルピクルス　・パイナップル（缶）

鮭のアングレス

鮭は，
カルシウムの吸収を
助けるビタミンDが
豊富に含まれています。

さけ

カレーピラフ

「鶏肉の
さっぱり煮」は，
新献立です。

９火
・もやしいため　・中華たまごのチリソース
・小松菜のじゃこいため　・切干大根のはりはり漬け

鶏肉のさっぱり煮

鰈は骨ごと
食べられます。
よくかんで
食べましょう。

かれい

10水
・ほうれん草のソテー　・春雨ともずくの中華あえ
・ピーマンのおかか煮　・おから

鰈のみぞれがけ

とりめし

かれい 12金
・ブロッコリーの土佐煮　・ひじきそぼろ丼の具
・ビーンズフライ　・こんにゃくのピリ辛いため

鯖の変わり煮

「ひじきそぼろ
丼の具」は，
ひじき，鶏ひき肉，
人参，玉ねぎなどを，
ご飯によく合う
味付けに

仕上げました。

さば

「冷しゃぶ」には
手作りの

ポン酢ジュレを
かけています。
「ゆでもやし」と
一緒に食べましょう。

15月
・ゆでもやし　・小松菜と油揚げのガーリックいため
・キャベツの煮浸し　・人参のごまあえ

冷 し ゃ ぶ

「鯵のみりん焼き」は，
しょうゆ，みりん，
料理酒などで
下味をつけて，
全体にごまを
まぶして

焼き上げます。

あじ

16火
・大根葉のごま油いため　・ひじきと高野豆腐の煮物
・野菜のきんぴら　・黄桃（缶）

鯵のみりん焼き
あじ

22月
・小松菜のごまいため　・いためビーフン
・おぼろ豆腐　・こんにゃくの土佐煮

鶏肉のレモン漬け

「鶏肉の
レモン漬け」は，
鶏肉のから揚げに
レモン果汁を使った
甘酸っぱいたれを
絡めています。

切干大根は
カルシウムや
鉄が豊富に
含まれています。

23火
・ほうれん草のごまあえ　・切干大根の煮付け
・海草ともやしのごまいため　・うの花サラダ

豚肉のしょうがみそ焼き

さけ

「いりじゃこ」は
じゃこを油で揚げて，
甘辛いたれを絡めて
仕上げています。

１月
・うずら卵のいり煮　・ひじき豆
・じゃがいものピリ辛いため　・いりじゃこ

プリプリ中華いため

19金
・いかのから揚げ　・野菜のせん切りいため
・ピーマンとじゃこのいため物　・きゅうりのピクルス

ビ ビ ン バ

「ビビンバ」は
ご飯にのせて
食べましょう。

「鶏肉と万願寺の
しょうがあん」は，
新献立です。

17水
・小松菜のさっと煮　・厚揚げのオイスターソース煮
・鶏肉と万願寺のしょうがあん　・もずく酢

枝豆のかき揚げ

京都産の万願寺
とうがらしです。

中華ドレッシングは
「冷麺」にかけて
食べましょう。

24水
・小松菜の香味あえ　・冷麺
・ひじきのソテー　・肉みそ

ホッケの竜田揚げ

中華ドレッシング

18木
・豆腐入りつくねのから揚げ　・ブロッコリーのガーリックソテー
・シナモンかぼちゃ　・人参とセロリのマスタードあえ

カ レ ー

カレーは
ご飯にかけて
食べましょう。

26金
・ゆでキャベツ　・切干大根の中華味
・もやしの煮浸し　・和風ピクルス

え び マ ヨ

「ゆでキャベツ」は
「えびマヨ」と
一緒に食べましょう。

「ハッシュドビーフ」は
ご飯にかけて
食べましょう。

25木
・きびなごのこはく揚げ　・チンゲン菜のいため物
・二色いためサラダ　・みかん（缶）

ハッシュドビーフ

29月
・ほうれん草とコーンのソテー　・ごぼうのいためサラダ
・カリフラワーのチーズ焼き　・えのきと人参のさっぱりいため

豚肉のケチャップ煮

「カリフラワーのチーズ
焼き」は，カリフラワーに
粉チーズを振りかけて
こんがり焼いています。
お弁当にもおすすめ！

ヨーグルト



令和２年６
月

麦ご飯：390kcal 精白米,米粒麦

鶏肉のさっぱり煮：167kcal 鶏もも肉,玉ねぎ,
砂糖,本みりん,料理酒,（濃）醤油,米酢,しょう
が,にんにく

もやしいため：28kcal 大豆もやし,人参,三度豆,
ひまわり油,食塩,こしょう

中華たまごのチリソース：111kcal 玉ねぎ,たけ
のこ,干ししいたけ,スクランブルエッグ,卵,片
栗粉,ひまわり油,料理酒,食塩,にんにく,しょ
うが,白ねぎ,トマトケチャップ,トウバンジャ
ン,砂糖,（濃）醤油,米酢,チキンスープ

小松菜のじゃこいため：21kcal 小松菜,しらす
干し,ひまわり油,（淡）醤油,本みりん

切干大根のはりはり漬け：16kcal 切干大根, 
細昆布,米酢,砂糖,（淡）醤油

麦ご飯：390kcal 精白米,米粒麦

ハッシュドビーフ（レトルト）：187kcal 

きびなごのこはく揚げ：60kcal きびなご,料理酒,
（濃）醤油,小麦粉,片栗粉,ひまわり油

チンゲン菜のいため物：15kcal チンゲン菜,人参,
ひまわり油,食塩,こしょう,（淡）醤油

二色いためサラダ：32kcal 人参,じゃがいも,ひ
まわり油,食塩,砂糖,（淡）醤油,すりごま

みかん（缶）：19kcal 

ご飯：394kcal 精白米

たけのこコロッケ：103kcal たけのこコロッケ,
ひまわり油

キャベツとコーンのソテー：28kcal キャベツ,
コーン,ひまわり油,食塩,こしょう,（淡）醤油

高野豆腐のそぼろ煮：124kcal 高野豆腐,三温糖,
（淡）醤油,削り節,鶏ひき肉,しょうが,ひまわ
り油,玉ねぎ,人参,料理酒,三温糖,本みりん,
片栗粉

大根葉の煮浸し：14kcal 大根葉,本みりん, 
（淡）醤油,削り節

こんにゃくのごまみそあえ：35kcal 板こんにゃ
く,砂糖,本みりん,料理酒,信州みそ,すりごま

９日 (火) 871kcal

25日 (木) 841kcal

８日 (月) 836kcal

麦ご飯：355kcal 精白米,米粒麦

飛
とびうお

魚の竜田揚げ：120kcal とびうお,しょうが,
（淡）醤油,料理酒,片栗粉,小麦粉,ひまわり油

大根葉のおかかいため：24kcal 大根葉,花かつ
お,本みりん,（淡）醤油,ひまわり油

高野豆腐と野菜の煮物：85kcal 高野豆腐,人参,
三度豆,三温糖,本みりん,（淡）醤油,削り節

白玉あずき：143kcal 白玉だんご,ゆであずき,
食塩

ささみとわかめの梅ごまあえ：21kcal 鶏ささ身,
わかめ,梅びしお,白ごま,（淡）醤油,本みり
ん,ゆず果汁,削り節

30日 (火) 886kcal

手洗いしっかりできていますか?

　梅雨の時期は食中毒が発生しやすくなります。予防のためにも調理の前，食事の前，外出後や
トイレの後など，しっかりと手洗いを行いましょう。

ポイント①
　水だけで洗っていません
か ? 石けんを使って洗いま
しょう。

ポイント②
　指先，指の間，手のひら，手
の甲，手首まで丁寧に洗いま
しょう。

ポイント③
　手を洗った後は，清潔なタ
オルやハンカチでふきましょ
う。

～食育の日～
　6月は「食育月間」，毎月19日は「食育の日」です。
　京都市では，学校での昼食を通じて，正しい食生活を身に
つけ，自ら実践する態度を育てる「食に関する指導」の充実に
取り組んでいます。
　皆さんに知ってほしい「食」に関する知識や健康に関する
情報などを給食献立表や食育だよりなどで随時，発信して
いきます。

ご飯：394kcal 精白米

鰯
いわし

のかば焼き：175kcal いわし,しょうが,（濃）醤
油,料理酒,小麦粉,片栗粉,ひまわり油,本みり
ん,砂糖

ほうれん草のおかか煮：21kcal ほうれん草, 
花かつお,本みりん,（濃）醤油,昆布

豚肉とニラのピリ辛いため：53kcal 豚もも肉,
食塩,こしょう,人参,にら,太もやし,ひまわり油,

（濃）醤油,信州みそ,料理酒,本みりん,トウバ
ンジャン

かぼちゃの煮付け：51kcal 西洋かぼちゃ,三温糖,
（淡）醤油,本みりん,削り節

茎わかめのいため物：13kcal 茎わかめ,しょう
が,ひまわり油,（淡）醤油,砂糖,白ごま,削り節

ご飯：358kcal 精白米

ホッケの竜田揚げ：139kcal ホッケ,しょうが, 
（濃）醤油,料理酒,片栗粉,小麦粉,ひまわり油

小松菜の香味あえ：19kcal 小松菜,しょうが, 
白ねぎ,（濃）醤油,ごま油

冷麺：112kcal 中華乾麺,ひまわり油,いり卵, 
きゅうり,ロースハム,中華ドレッシング　

ひじきのソテー：29kcal ひじき,人参,コーン, 
ひまわり油,砂糖,こしょう,（濃）醤油

肉みそ：63kcal 大豆水煮,青ねぎ,豚ひき肉, 
赤みそ,砂糖,ひまわり油,白ごま

麦ご飯：390kcal 精白米,米粒麦

焼肉：102kcal 牛肉,にんにく,ひまわり油,食塩,
こしょう,料理酒,砂糖,トウバンジャン,バーベ
キューソース,（濃）醤油,玉ねぎ,人参,キャベ
ツ,ピーマン

ミニトマト：4kcal 

ブロッコリーのソテー：10kcal ブロッコリー, 
食塩,こしょう,ひまわり油

厚揚げの甘煮：84kcal 厚揚げ,三温糖,本みりん,
（濃）醤油,（淡）醤油,削り節

なすのごま煮：27kcal なす,すりごま,砂 糖, 
（淡）醤油,削り節

ごぼうのいため煮：19kcal ごぼう,ひまわり油,
砂糖,本みりん,（濃）醤油

３日 (水) 845kcal

24日 (水) 858kcal

２日 (火) 774kcal

麦ご飯：390kcal 精白米,米粒麦

豚たま丼の具：208kcal 油揚げ,砂糖,（淡）醤油,
豚もも肉,玉ねぎ,人参,いり卵,卵,片栗粉,砂
糖,本みりん

じゃことコーンの天ぷら：98kcal しらす干し,
コーン,小麦粉,片栗粉,食塩,ひまわり油

キャベツのソテー：23kcal キャベツ,人参,ひま
わり油,食塩,こしょう

昆布豆：73kcal 大豆水煮,昆布,砂糖,（濃）醤油,
本みりん,料理酒,削り節

きゅうりの甘酢煮：15kcal きゅうり,しょうが,砂
糖,食塩,（淡）醤油,りんご酢

４日 (木) 945kcal
カレーピラフ：420kcal 精白米,まぐろフレーク,

人参,コーン,玉ねぎ,ひまわり油,カレー粉,
（濃）醤油,ガーリックパウダー,食塩,こしょ
う,ウスターソース,本みりん,かつおだし,料
理酒

チャウダー（レトルト）：131kcal 

鮭
さけ

のアングレス：124kcal さけ,食塩,こしょう,
片栗粉,小麦粉,ひまわり油,トマトケチャップ,
ウスターソース,砂糖

小松菜のガーリックいため：17kcal 小松菜,人
参,にんにく,ひまわり油,（淡）醤油,食塩,こ
しょう

カラフルピクルス：23kcal カリフラワー,人参,
黄ピーマン,玉ねぎ,オリーブ油,食塩,こしょ
う,砂糖,米酢

パイナップル（缶）：25kcal 

５日 (金) 878kcal
とりめし：410kcal 精白米,鶏もも肉,ごぼう,人

参,干ししいたけ,しょうが,ひまわり油,砂糖,
本みりん,料理酒,（淡）醤油,（濃）醤油,かつ
おだし

鰈
かれい

のみぞれがけ：89kcal 鰈澱粉付き,ひまわり
油,大根おろし,（濃）醤油,（淡）醤油,本みり
ん,ゆず果汁,削り節,片栗粉

ほうれん草のソテー：18kcal ほうれん草,ひま
わり油,食塩,こしょう,（淡）醤油

春雨ともずくの中華あえ：50kcal 緑豆はるさめ,
もずく,太もやし,人参,きゅうり,ひまわり油,
砂糖,米酢,（濃）醤油,料理酒,チキンスープ,
ごま油

ピーマンのおかか煮：16kcal ピーマン,花かつ
お,ひまわり油,本みりん,（濃）醤油

おから：40kcal おから,油揚げ,青ねぎ,三温糖,
本みりん,（濃）醤油,（淡）醤油,煮干し

10日 (水) 761kcal
玄米ご飯：393kcal 精白米,発芽玄米

鯖
さば

の変わり煮：172kcal さば,しょうが,料理酒,
三温糖,赤みそ,トウバンジャン,（濃）醤油, 
米酢,ごま油

ブロッコリーの土佐煮：17kcal ブロッコリー, 
本みりん,（淡）醤油,花かつお

ひじきそぼろ丼の具：112kcal 鶏ひき肉,玉ね
ぎ,人参,ひじき,（濃）醤油,豆みそ,料理酒,本
みりん,三温糖,にんにく,しょうが,ひまわり油

ビーンズフライ：98kcal ミックスビーンズ,ガー
リックパウダー,食塩,片栗粉,ひまわり油

こんにゃくのピリ辛いため：11kcal 板こんにゃ
く,ごま油,米酢,（濃）醤油,砂糖,とうがらし
粉,削り節

麦ご飯：390kcal 精白米,米粒麦

タッカルビ：154kcal 鶏もも肉,しょうが,にんにく,
赤みそ,砂糖,料理酒,コチュジャン,（濃）醤油,
じゃがいも,玉ねぎ,人参,キャベツ,ひまわり油

豆
まめ

鯵
あじ

のから揚げ：51kcal 豆 あ じ,料 理 酒, 
（濃）醤油,小麦粉,片栗粉,ひまわり油

小松菜のいため物：16kcal 小松菜,人参,ひまわ
り油,（淡）醤油

カリフラワーのレモン和え：23kcal カリフラ
ワー,玉ねぎ,パセリ,オリーブ油,食塩,こしょ
う,砂糖,米酢,レモン果汁

茎わかめのきんぴら：13kcal 茎わかめ,ひまわ
り油,（淡）醤油,砂糖,白ごま,削り節

甘夏みかんゼリー：30kcal 

12日 (金) 941kcal11日 (木) 815kcal
ご飯：394kcal 精白米

冷しゃぶ：128kcal 豚もも肉,料理酒,（濃）醤油,
きゅうり,食塩,ゆず果汁,砂糖,粉寒天

ゆでもやし：19kcal 大豆もやし,食塩

小松菜と油揚げのガーリックいため：53kcal  
小松菜,油揚げ,にんにく,ひまわり油,（淡）醤
油,食塩,こしょう

キャベツの煮浸し：35kcal キャベツ,まぐろフ
レーク,本みりん,（淡）醤油,削り節

人参のごまあえ：28kcal 人参,白ごま,ひまわり
油,料理酒,（濃）醤油,本みりん

15日 (月) 795kcal

麦ご飯：390kcal 精白米,米粒麦

鯵
あじ

のみりん焼き：98kcal あじ,白ごま,（濃）醤油,
料理酒,本みりん,三温糖

大根葉のごま油いため：24kcal 大根葉,ごま油,
砂糖,（淡）醤油,本みりん

ひじきと高野豆腐の煮物：64kcal ひじき,高野
豆腐,焼きちくわ,玉ねぎ,人参,砂糖,本みりん,

（濃）醤油,削り節

野菜のきんぴら：35kcal 人参,三度豆,つきこん
にゃく,白ごま,ひまわり油,砂糖,本みりん,

（濃）醤油

黄桃（缶）：24kcal 

16日 (火) 773kcal

ご飯：394kcal 精白米

豚肉のケチャップ煮：129kcal 豚もも肉,玉ねぎ,
ひ まわり油,砂 糖,トマトケ チャップ,バ ーベ
キューソース,ウスターソース

ほうれん草とコーンのソテー：29kcal ほうれ
ん草,コーン,ひまわり油,こしょう,（淡）醤油

ごぼうのいためサラダ：92kcal まぐろフレーク,
ごぼう,人参,ひまわり油,白ごま,こしょう,
（淡）醤油

カリフラワーのチーズ焼き：26kcal カリフラ
ワー,粉チーズ

えのきと人参のさっぱりいため：10kcal えの
きだけ,人参,ひまわり油,（淡）醤油,ゆず果汁

29日 (月) 818kcal

ご飯：358kcal 精白米

鶏肉のレモン漬け：264kcal 鶏もも肉,食塩, 
料 理 酒,片 栗 粉,小 麦 粉,ひまわり油,砂 糖,

（濃）醤油,レモン果汁

小松菜のごまいため：18kcal 小松菜,白ごま,ひ
まわり油,本みりん,（淡）醤油

いためビーフン：57kcal ビーフン,大豆もやし,
キャベツ,人参,干ししいたけ,ごま油,チキン
スープ,料理酒,食塩,こしょう,砂糖,（濃）醤油,

（淡）醤油

おぼろ豆腐：37kcal 絹ごし豆腐,昆布,青ねぎ,
しょうが,料理酒,本みりん,（濃）醤油,片栗粉,
削り節

こんにゃくの土佐煮：11kcal 板こんにゃく,本み
りん,（淡）醤油,花かつお

22日 (月) 883kcal
麦ご飯：390kcal 精白米,米粒麦

豚肉のしょうがみそ焼き：162kcal 豚もも肉,
にんにく,しょうが,こしょう,砂 糖,料 理 酒, 
本みりん,（濃）醤油,赤みそ

ほうれん草のごまあえ：30kcal ほうれん草, 
すりごま,白ごま,（淡）醤油,本みりん,削り節

切干大根の煮付け：99kcal 切干大根,油揚げ,
人参,三温糖,（淡）醤油,煮干し

海草ともやしのごまいため：27kcal わかめ, 
太もやし,人参,ごま油,白ごま,砂糖,（淡）醤油

うの花サラダ：64kcal おから,ロースハム,コー
ン,マヨネーズ（ノンエッグ）,食塩,こしょう,
砂糖,（淡）醤油,削り節

23日 (火) 910kcal

ご飯：394kcal 精白米

プリプリ中華いため：143kcal 鶏もも肉,ごま油,
料理酒,（濃）醤油,人参,しょうが,にんにく,干し
しいたけ,板こんにゃく,ピーマン,ひまわり油,
砂糖,トウバンジャン,（淡）醤油,米酢,片栗粉

うずら卵のいり煮：60kcal うずら卵,料理酒,
（濃）醤油,本みりん

ひじき豆：79kcal ひじき,大豆水煮,油揚げ,ひま
わり油,三温糖,本みりん,（濃）醤油,削り節

じゃがいものピリ辛いため：38kcal じゃがいも,
ごま油,トウバンジャン,本みりん,食塩,

（淡）醤油,米酢

いりじゃこ：36kcal かえりちりめん,ひまわり油,
料理酒,砂糖,本みりん,（濃）醤油,削り節

１日 (月) 888kcal

麦ご飯：390kcal 精白米,米粒麦

カレー（レトルト）：194kcal 

豆腐入りつくねのから揚げ：68kcal 豆腐入り
つくね,ひまわり油

ブロッコリーのガーリックソテー：14kcal ブロッ
コリー,にんにく,（淡）醤油,食塩,こしょう, 
ひまわり油

シナモンかぼちゃ：55kcal 西洋かぼちゃ, 
バター,砂糖,食塩,シナモン

人参とセロリのマスタードあえ：20kcal 人参,
セロリ,ひまわり油,りんご酢,砂糖,食塩,粒マ
スタード

18日 (木) 879kcal

ご飯：394kcal 精白米

えびマヨ：280kcal むきえび,料理酒,ひまわり
油,卵,小麦粉,片栗粉,マヨネーズ（ノンエッ
グ）,トマトケチャップ,ヨーグルト（全脂無
糖）,水あめ

ゆでキャベツ：9kcal キャベツ,食塩

切干大根の中華味：59kcal 切干大根,つきこんにゃ
く,豚もも肉,料理酒,ごま油,砂糖,（淡）醤油,

（濃）醤油,トウバンジャン,削り節

もやしの煮浸し：53kcal 油揚げ,砂糖,本みりん,
（淡）醤油,削り節,太もやし

和風ピクルス：16kcal きゅうり,人参,赤しそふ
りかけ,白ごま,砂糖,食塩,（濃）醤油,りんご酢

26日 (金) 949kcal

ご飯：394kcal 精白米

枝豆のかき揚げ：209kcal いか,焼きちくわ, 
玉ねぎ,西洋かぼちゃ,枝豆,小麦粉,片栗粉,食
塩,ひまわり油

小松菜のさっと煮：20kcal 小松菜,人参,本みり
ん,（淡）醤油,削り節

厚揚げのオイスターソース煮：88kcal 厚揚げ,
オイスターソース,三温糖,（淡）醤油,（濃）醤
油,削り節,青ねぎ

鶏肉と万願寺のしょうがあん：101kcal 鶏もも
肉,ひまわり油,万願寺とうがらし,しょうが,削
り節,料理酒,（淡）醤油,片栗粉

もずく酢：7kcal きゅうり,もずく,砂糖,（淡）醤
油,米酢,ゆず果汁,削り節

17日 (水) 957kcal
玄米ご飯：393kcal 精白米,発芽玄米
ビビンバ：179kcal 豚ひき肉,しょうが,ひまわり

油,赤 み そ,砂 糖,白ごま,本 みりん,料 理 酒,
（濃）醤油,ガーリックパウダー,いり卵,卵,
（淡）醤油,ひまわり油,ほうれん草,人参,大豆
もやし,ごま油

いかのから揚げ：35kcal いか,こしょう,（濃）醤
油,ガーリックパウダー,料理酒,片栗粉,小麦
粉,ひまわり油

野菜のせん切りいため：18kcal キャベツ,人参,
玉ねぎ,ひまわり油,食塩,こしょう

ピーマンとじゃこのいため物：17kcal ピーマン,
しらす干し,ひまわり油,本みりん,（濃）醤油

きゅうりのピクルス：8kcal きゅうり,しょうが,
砂糖,食塩,（淡）醤油,りんご酢

ヨーグルトC：64kcal 

19日 (金) 852kcal

使用日 食　　品　　名 卵 大豆 牛乳 小麦 エビカニ
1,4,10,

15,23,26 油揚げ × ○ × × × ×

2,17 厚揚げ × ○ × × × ×

3,8 信州みそ × ○ × × × ×

4,19,24 いり卵 ○ × × ○ × ×

5 チャウダー（レトルト） × × ○ ○ × ×

8 たけのこコロッケ × ○ × ○ × ×

8,16,30 高野豆腐 × ○ × × × ×

9 スクランブルエッグ ○ × × × × ×

10,23 おから × ○ × × × ×

使用日 食　　品　　名 卵 大豆 牛乳 小麦 エビカニ
11,12,19,

23,24 赤みそ × ○ × × × ×

12 豆みそ × ○ × × × ×

12 ミックスビーンズ × ○ × × × ×

17 オイスターソース × ○ × ○ × ×

18 カレー（レトルト） × × × ○ × ×

18 豆腐入りつくね × ○ × ○ × ×

18 バター × × ○ × × ×

19 ヨーグルトC × × ○ × × ×

22 絹ごし豆腐 × ○ × × × ×

使用日 食　　品　　名 卵 大豆 牛乳 小麦 エビカニ
23,26 マヨネーズ（ノンエッグ） × ○ × × × ×

24 中華乾麺 × × × ○ × ×

24 中華ドレッシング × ○ × ○ × ×

25 ハッシュドビーフ（レトルト） × ○ ○ ○ × ×

26 ヨ－グルト（全脂無糖） × × ○ × × ×

29 粉チーズ × × ○ × × ×

（濃・淡）醤油 × ○ × ○ × ×

＊厳格な除去等のために原材料の詳細が必要な方は，各学校へお問合せください。
＊魚介類・海藻類は，いか及びえび・かに・その他甲殻類，またはアレルゲンである甲殻類由来のたんぱく質が極めて微量ながら検出される可能性があります。
＊食材の加工場や給食委託施設において，コンタミネーション（意図しない微量のアレルゲンが混入する）の可能性があります。

アレルギー原因物質※（卵・大豆・牛乳・小麦・エビ・カニ）使用一覧表
※表示義務のある7品目のうち，「そば」と「落花生」は使用しません。これらを除いた5品目に「大豆」を加えて表示します。


