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1群 ２群 3群 4群 ５群 6群

魚・肉・大豆・大豆製品 牛乳・小魚・海藻 緑黄色野菜 その他の野菜　　きのこ・果物 穀類・芋類・砂糖 油脂 小 中 小 中

米飯 牛乳 牛乳 牛乳 ごはん

手作りハンバーグ
鶏ひき肉15豚ひき肉30大豆

（クラッシュ）10豆乳6
にんじん3 （冷）ソテーオニオン20

米粉2片栗粉２パン粉

2
油

ナツメグ0.02オールスパイス0.02食塩こしょう赤ワ

イン1トマトケチャップ5ウスターソース1

野菜ソテー 赤ピーマン5ピーマン5 キャベツ25もやし15 オリーブ油1 食塩　こしょう

春雨汁 かまぼこ5 小松菜10にんじん5 たまねぎ20干しいたけ0.5 緑豆春雨5 煮干し（だし用）3薄口しょうゆ4食塩

減量ミルクパン 牛乳 牛乳　　ミルクパン 牛乳 ミルクパン

ベーコン１０ にんじん5ピーマン5
たまねぎ20にんにく0.5まいたけ5しいたけ5しめ

じ５えのきだけ5
スパゲティミニ40 オリーブ油1

昆布茶0.1がらスープポーク＆チキン5薄口しょうゆ3

食塩こしょう白ワイン１唐辛子

ごぼうと枝豆のサラダ にんじん3
ごぼう20きゅうり15枝豆むき身5りんごピューレ

2レモン果汁0.5
三温糖0.2

ごま１油1オリー

ブ油2ねりごま1
食酢1薄口しょうゆ1みりん１食酢1黒こしょう

アセロラゼリー アセロラゼリー（アセロラ果汁）
アセロラゼリー（果糖ぶど

う糖液糖）

米飯 牛乳 牛乳 牛乳 ごはん

豚肉40 しょうが1
三温糖0.5小麦粉2米粉2

片栗粉2
ごま1油

みりん1清酒1濃口しょうゆ0.5トマトケチャッ

プ2

★ゆすりたけのこのきんぴら たけのこ水煮 にんじん5さやいんげん3 たけのこ15枝豆むき身3 油 しらたき10 ごま1 濃口しょうゆ2みりん1

かぼちゃのみそ汁 厚揚げ20合わせみそ10 干わかめ0.5
にんじん5かぼちゃ20小松菜

10
たまねぎ20しめじ5 煮干し（だし用）3

米飯 牛乳 牛乳 牛乳 ごはん

さばの塩焼き さば1切れ 食塩 清酒

豚肉10 ひじき2 にんじん5 ごぼう15枝豆むき身5
三温糖1油１しらたき１

５
油 濃口しょうゆ2唐辛子0.01

にら玉汁 鶏卵 油揚げ3鶏卵15 にら10 にんじん5ねぎ5 たまねぎ20生しいたけ5 片栗粉２　ふ１ 煮干し（だし用）３薄口しょうゆ4みりん1食塩

米飯 牛乳 牛乳 牛乳 ごはん

麻婆なす なす　たけのこ水煮
豚ひき肉20赤だし用み

そ3ロースハム5
にんじん5ねぎ5

なす40たまねぎ20干しいたけ0.5たけのこ水煮5にんに

く0.5しょうが0.5

片栗粉2　三温糖

0.5
甜面醤3ごま油 がらスープポーク＆チキン5濃口しょうゆ3豆板醤0.3

中華風春雨スープ
にんじん5チンゲン菜10トマ

ト5
たまねぎ20ホールコーン5 緑豆春雨5 ごま1　油

がらスープポーク＆チキン5濃口しょうゆ4かつお節（だし

用）1

きゅうりの即席漬け きゅうり30レモン果汁1 オリーブ油2 食酢0.5かつおだし汁5薄口しょうゆ1食塩

米飯 牛乳 牛乳 牛乳 ごはん

プルコギ（焼肉） 豚肉45赤だし用みそ1 ねぎ5
たまねぎ10にんにく0.2しょうが0.2りんごピュー

レ2

ごま1ごま油1

ラー油0.1油
濃口しょうゆ2コチュジャン0.2

ナムル にんじん5 もやし35にら10にんにく0.1 ごま油1 食酢1濃口しょうゆ2豆板醤0.01みりん1

わかめスープ たけのこ水煮 干わかめ1 にんじん5ねぎ5 たまねぎ20たけのこ水煮10 もち麦5 油
がらスープポーク＆チキン5中華スープの素0.5薄口

しょうゆ1

ガーリックトースト 牛乳 牛乳 バター 食パン 牛乳 粉パセリ0.05 にんにく1 食パン
バター3オリーブ

油３
パプリカ粉0.02

（冷）くるま麩と鶏肉の団子

20大豆水煮5
たまねぎ20キャベツ25にんにく0.2 じゃがいも30ひよこ豆5 油

がらスープポーク＆チキン5野菜ブイヨン0.5食塩こ

しょう

わかめ1　茎わかめ

2
グリーンアスパラ5 きゅうり30生とうもろこし5たまねぎ3 オリーブ油2 食酢1食塩こしょう薄口しょうゆ0.5

米飯 牛乳 牛乳 牛乳 ごはん

魚（真鯛）のピザソース焼き
シュレッドチーズ

（乳）
魚（ホキ） シュレッドチーズ８

パプリカ3グリーンアスパラ

5
ホールコーン5たまねぎ10 オリーブ油1

ピザソース5トマトケチャップ5赤ワイン0.5バジル粉

0.1

カレースープ ウィンナー5 にんじん5パセリ0.1 たまねぎ20キャベツ30セロリ2しめじ5むき枝豆5 じゃがいも30 油
かつお節（だし用）1カレー粉　がらスープポーク＆

チキン5薄口しょうゆ1食塩

茎わかめ2 にんじん5 ごぼう10 三温糖0.5 ごま１油 濃口しょうゆ２かつおだし汁5

散らし寿司 牛乳 牛乳 牛乳 ごはん

錦糸卵 たけのこ水煮 （冷）錦糸卵12かつおでんぶ10
にんじん10グリーンアス

パラ5

ごぼう5かんぴょう0.5たけのこ水煮5干しいたけ0.5れ

んこんスライス5きくらげ1
上白糖5

食酢12食塩薄口しょうゆ2出し昆布1かつお節（だし

用）１

豚肉と厚揚げの煮もの 豚肉10厚揚げ35 （出し昆布１） さやいんげん5 三温糖0.8 濃口しょうゆ1.5　かつお・昆布だし汁5

もずく汁 かまぼこ5 （冷）もずく10 にんじん5小松菜10 たまねぎ20えのき茸5 おわら麩1 かつお・昆布だし汁　薄口しょうゆ4

米飯 牛乳 牛乳 牛乳 ごはん

鶏肉40 しょうが0.8 三温糖1水あめ1 濃口しょうゆ3みりん1和辛子0.1清酒1

キャベツとツナのサラダ まぐろフレーク油漬け5 にんじん3小松菜10 キャベツ20きゅうり15きくらげ1 上白糖0.2 オリーブ油4 りんご酢1.5薄口しょうゆ0.5食塩こしょう

呉汁
大豆水煮12合わせみそ10油揚

げ5
にんじん5ねぎ5 たまねぎ20まいたけ5ごぼう5

じゃがいも30こん

にゃく10
煮干し（だし用）3

麦米飯 牛乳 牛乳 牛乳 麦ごはん

豚肉20厚揚げ25 昆布1 にんじん10
たまねぎ40ごぼう15干しいたけ0.5こんにゃく20

きくらげ1枝豆むき身5
じゃがいも50三温糖2 油 かつお節（だし用）1みりん1清酒0.5濃口しょうゆ5

三色野菜炒め
にんじん5ピーマン5グリーンア

スパラ5
キャベツ30 オリーブ油 食塩　こしょう

大豆とアーモンドの洋風佃煮 アーモンド 大豆水煮10煮干し2 アーモンド5ひよこ豆5 油 トマトケチャップ2

食パン 牛乳 牛乳　　食パン 牛乳 食パン

シュレッドチーズ ベーコン10 シュレッドチーズ8
かぼちゃ30トマトピューレ5

パセリ0.5
たまねぎ20ホールコーン5しめじ5 油

デミグラスソース10トマトケチャップ7食塩こしょ

う

鶏肉10合わせみそ3 豆乳45
グリンピース5パプリカ5にんじ

ん5

たまねぎ30しめじ3エリンギ3まいたけ3ごぼ

う5

じゃがいも30もち

麦5片栗粉2
オリーブ油1

がらスープポーク＆チキン5野菜ブイヨン0.5かつお

節（だし用）1食塩

にんじん5
キャベツ20きゅうり10たまねぎ2りんごピューレ2／り

んごジャム（りんご）

りんごジャム（水あめ、

砂糖）
油オリーブ油 食酢1　塩　こしょう

米飯 牛乳 牛乳 牛乳 ごはん
さば40　赤だしみそ１合わせ

みそ１
レモン果汁1　しょうが0.5 みりん1

ごま1ごま油0.5

ラー油0.1
食塩　清酒1

油揚げ5
さやいんげん5赤ピーマン

5
切干大根5　きゅうり15　きくらけ1 三温糖0.2

油1.5　オリー

ブ油1.5

かつお節（だし用）0.5　濃口・薄口しょうゆ1.5食

酢1.5

厚揚げ15かまぼこ5 にんじん5小松菜10 たまねぎ20しめじ5 (冷）白玉もち15片栗粉1 煮干し（だし用）3かつおだし汁10薄口しょうゆ4

米飯 牛乳 牛乳 牛乳 ごはん

豚肉45　大豆水煮10 トマトジュース10 れんこん10 みかんジュース10 枝豆むき身5 はちみつ1
赤ワイン1ウスターソース1.5濃口しょうゆ1.5こしょ

う0.02マスタード0.1

ピーマン10 もやし35ホールコーン5 油 食塩　こしょう　カレー粉0.01　野菜ブイヨン0.1

豆腐25 昆布粉0.1 にんじん5ねぎ5
だいこん15ごぼう10きくらげ1　／　佐賀みかん

ゼリー（みかん、みかん果汁）

さといも20こんにゃく10 ／ 佐

賀みかんゼリー（異性化液糖、

水あめ、粉末水あめ）

ごま油1 薄口しょうゆ４煮干し（だし用）3

米飯 牛乳 牛乳 牛乳 ごはん

いわしの梅煮
（冷）いわしの梅煮（いわ

し）
いわしの梅煮（しそ抽出液、梅肉）

いわしの梅煮（砂糖、で

ん粉）
いわしの梅煮（しょうゆ、本みりん、食塩）

豚肉10 ピーマン20にんじん5 こんにゃく20 三温糖1 油 ごま1 濃口しょうゆ2唐辛子0.01清酒0.5

夏野菜のみそ汁 なす 厚揚げ20合わせみそ10 かぼちゃ20ねぎ5おくら5 なす20たまねぎ15 煮干し（だし用）３

ごはん 牛乳 牛乳 牛乳 ごはん

まめ豆カレー
カレールウ（乳）スキム

ミルク(乳）なす
豚ひき肉　大豆20 スキムミルク2 にんじん10

たまねぎ40なす20にんにく0.5しょうが0.5枝豆

むき身5りんご缶詰5

じゃがいも30金時豆5ひよ

こ豆5大福豆5白いんげん

ピューレ10

油
カレールウ20がらスープポーク＆チキン5野菜

ブイヨン0.5チャツネ1トマトケチャップ2

和風サラダ わかめ1　茎わかめ2 きゅうり20もやし20青じそ0.2
ねりごま１オリー

ブ油1　油
食酢2濃口しょうゆ2食塩

茹でとうもろこし とうもろこし（小学校１／８本　中学校１／４本） 食塩

減量黒糖パン 牛乳 牛乳　　黒糖パン 牛乳 コッペパン

焼きビーフン 豚肉15ちくわ５ にんじん10
キャベツ30もやし20たまねぎ20ピーマン15

きくらげ1にんにく0.3
ビーフン25 油

がらスープポーク＆チキン5ウスターソー

ス0.5薄口しょうゆ2食塩こしょう

きゅうりのレモン漬け きゅうり30セロリ5レモン果汁1 上白糖0.3
オリーブ油2ラー

油0.1
薄口しょうゆ2食塩

メロン パイン缶　すい

か

メロン10みかん缶10パイン缶10黄桃缶10アセロラジュ

レ15すいか10

米飯 牛乳 牛乳 牛乳 ごはん

あじの南蛮漬け あじ40 にんじん5ピーマン5 たまねぎ10しょうが0.2レモン果汁1
小麦粉2片栗粉2米

粉1
油

食酢1食塩こしょう薄口しょうゆ1かつおだし

汁5

青菜のごま和え ほうれん草20もやし30 ごま１ねりごま１ みりん1濃口しょうゆ1かつおだし汁5

ワンタンスープ たけのこ水煮 豚肉10 にんじん5
たまねぎ20チンゲン菜15きくらげ1たけのこ水煮5ホー

ルコーン5
ワンタン5 油 かつお節（だし用）2薄口しょうゆ3食塩こしょう

米飯 牛乳 牛乳 牛乳 ごはん

鶏肉20 ひじき0.3
赤ピーマン5グリーンアス

パラ10
たまねぎ10

小麦粉2片栗粉２米粉

1
油 食塩　こしょう

厚揚げ２０ 細切り昆布1 枝豆むき身5 さといも20 三温糖1 ごま1油 濃口しょうゆ2煮干しだし汁5

夏野菜たっぷりみそ汁 油揚げ20合わせみそ10
にんじん5小松菜15かぼちゃ

20オおくら3
たまねぎ20しめじ5 煮干し（だし用）3

米飯 牛乳 牛乳 牛乳 ごはん

うま煮 豚肉15厚揚げ20 にんじん10さやいんげん5 たまねぎ40こんにゃく20 じゃがいも70三温糖1.5 油 かつお節（だし用）1濃口しょうゆ5清酒0.5

春雨の和えもの ロースハム5 にんじん5 きゅうり20きくらげ0.5 緑豆春雨5三温糖1 食酢2薄口しょうゆ2

富士のお茶ふりかけ かつお節（砕片）0.2 刻みのり1 せん茶0.5ゆかり粉0.2 三温糖0.2 ごま1.5 食塩

米飯 牛乳 牛乳 牛乳 ごはん

魚（さわら）の味噌煮
魚（さわら）米みそ２赤だし

用みそ２
三温糖1 濃口しょうゆ1みりん1清酒1

きのこの梅和え かつお節（砕片）0.2 きゅうり25えのき茸10しめじ10ひらたけ５練り梅1 薄口しょうゆ1みりん１

鶏肉とごぼうの和風汁 鶏肉10油揚げ5 にんじん5ねぎ5 ごぼう15たまねぎ20干しいたけ0.5こんにゃく10 片栗粉1 油 煮干し（だし用）3薄口しょうゆ2

ミルクトースト 牛乳 牛乳 食パン

練乳10
バター2オリーブ

油1

カレーポトフ ウィンナー10 にんじん10グリーンアスパラ5 たまねぎ40だいこん20しめじ5 じゃがいも30
がらスープポーク＆チキン5野菜ブイヨン0.5薄口しょうゆ

1カレー粉0.1ガラムマサラ0.02

赤ピーマン3 ほうれん草10もやし30ホールコーン5 油 食塩　こしょう

747 21.5 25.1

野菜ソテー

〇 小学校３．４年生の量を表示しています。中学生は１．３倍になります。

〇 肉の加工食品（ウィンナー、ハム、ベーコン、焼き豚）には、乳・卵は含まれていません。　　　　　　〇 練り製品（かまぼこ、さつま揚げ、ちくわ）には、卵は含まれていません。

30 水

牛乳　練乳(乳）バ

ター(乳）
衛生に気を付

けて食べよう
626

24.8

29 火

日本型食生活

について知ろ

う

598 719 25.9 31.0

25.8

鶏肉とグリーンアスパラの花衣揚げ

細切り昆布とさといもの煮もの

28 月

お茶の産地

（富士町苣木

地区）につい

て知ろう

⑤ 624 751 20.7

757 24.9 29.6

25 金

グリーンアス

パラを味わお

う

662 807 21.7

フルーツミックスゼリー

24 木
南蛮漬けにつ

いて知ろう
628

24.9 29.8

23 水
よくかんで食

べよう
③ 604 758 19.7 24.0

778 25.2 30.0
豚肉とピーマンの炒め煮

22 火 豆を食べよう 740 908

25.1 29.9

豚肉とれんこんのバーベキューソース煮

もやしとピーマンのカレー炒め

けんちん汁　　　　　佐賀みかんゼリー

21 月

しっかり食べ

て熱中症を予

防しよう

643

18 金

バーベキュー

ソースの作り

方／ハッピー

給食について

知ろう

④ 658 788

843 27.0 32.0

魚のごまみそ焼き

切り干し大根のサラダ

白玉汁　　焼きのり　　　　　　

25.1 32.3

かぼちゃとベーコンのチーズ焼き

きのこの豆乳みそスープ

コールスローサラダ／りんごジャム

17 木

だいこんの保

存について知

ろう（環境に

いい給食）

⑥ 696

873 25.6 30.7

新じゃがいもと豚肉の煮もの

16 水
豆乳について

知ろう
658 864

鶏の照り焼き

15 火

ごはんとおか

ずを交互に食

べよう

717

24.6 29.5

14 月

「早寝・早起

き・朝ごは

ん」で元気に

登校しよう

685 830 25.2 29.8

785 28.4 31.1

茎わかめとごぼうの炒めもの

11 金
散らし寿司に

ついて知ろう
618 748

22.9 26.7

ミートボールとトマトのスープ にんじん10パセリ0.5ト

マト10トマトピューレ10

トマトホール10

ヤングコーンと海そうのサラダ

10 木

学校給食への

食材提供事業

（真鯛）につ

いて知ろう

669

9 水
衛生に気を付

けて食べよう
619 738

22.9

8 火
韓国料理につ

いて知ろう
607 737 22.8 27.1

26.9 32.0ごぼうとひじきの炒り煮

7 月
夏野菜につい

て知ろう
624 754 19.3

776 25.1 29.0

豚肉の変わり揚げ

4 金

虫歯予防週間

(6月４日

～）について

知ろう

① 645 778

ベーコンときのこの和風スパゲティ

3 木

ゆすりたけの

こ（富士町）

について知ろ

う

⑤ 696

24.2 29.3

2 水

6月生まれの

お友だちをお

祝いしよう

（誕生おめで

とう献立）

② 676 834 22.1 27.0

1 火

「いただきま

す」「ごちそ

うさま」の意

味を知ろう

647 786

調味料

栄　養　量

おもに体をつくるもとになる（赤） おもに体の調子を整えるもとになる（緑） おもにエネルギーのもとになる（黄） エネルギー

kcaｌ
たんぱく質ｇ

令和3年度　６月　予定献立表　

日 曜日 献立名
給食センターでの

食物アレルギー対応食品

献立のメッ

セージ

重点

献立

①～

⑥

使　用　す　る　食　品　名

【 重点献立】 ①行事食 ②誕生おめでとう給食 ③よくかむ給食

④ハッピー給食 ⑤伝統食・郷土食 ⑥環境にいい給食


