
たのしい　きゅうしょく 平成30年6月　水無月

ひにち エネルギー
（Kcal)

たんぱく質（g)
塩分（ｇ） 1日 621 30.8

赤 緑 黄 あぶらあげ にんじん こめ

タコ　とうふ ねぎ さとう

たんぱく質 カロテン 炭水化物 ハモだんご

サバ　みそ

赤 緑 黄 ぎゅうにゅう ほししいたけ あぶら

えだまめ　たまねぎ ごま

無機質 ビタミンC 脂質 しょうが　えのきたけ

もやし　キャベツ

4日 661 28.5 5日 673 32.6 6日 719 28.8 7日 606 25.3 8日 605 26.1

あさり　ツナ にんじん パン とりにく　みそ にんじん こめ　おおむぎ ぶたにく　 にんじん パン　 ぎゅうにく にんじん こめ　おおむぎ ぶたにく にんじん こめ　おおむぎ

ハム あおピーマン スパゲティ とうふ ねぎ こめこ ベーコン いちごジャム みそ　 ほうれんそう さとう なまあげ ねぎ じゃがいも

さとう ミックスドビーンズ じゃがいも いりたまご みそ こんにゃく

さきいか さとう とうふ

ぎゅうにゅう ドライアップル あぶら ぎゅうにゅう たまねぎ あぶら ぎゅうにゅう たまねぎ ピーナッツ ぎゅうにゅう しょうが　にんにく あぶら ぎゅうにゅう キャベツ　

かいそうミックス えのきたけ　しめじ わかめ えのきたけ アーモンド グリンピース あぶら やきのり きゅうり　もやし ごまあぶら ししゃも きゅうり

にんにく きゅうり たくあん　キャベツ ごま キャベツ　きゅうり きりぼしだいこん こんぶつくだに ごぼう　たまねぎ

キャベツ　とうもろこし きゅうり とうもろこし たまねぎ　えのきたけ

11日 602 25.1 12日 600 23.6 13日 609 23.4 14日 675 31.7 15日 659 25

とりにく にんじん うどん せつきアジてんぷら にんじん こめ とうにゅう にんじん パン とりにく ねぎ こめ ぎゅうにく にんじん こめ

あぶらあげ ねぎ さとう とうふ ねぎ おのちゃめん とりにく パセリ じゃがいも とうふ にんじん こめこ なまあげ さやいんげん じゃがいも　

ぶたにく さやいんげん こめ ほうれんそう さとう ベーコン アスパラガス さとう あぶらあげ ほうれんそう さとう ハム

だいず みそ じゃがいも なっとう

ひじき たまねぎ あぶら ぎゅうにゅう たまねぎ あぶら ぎゅうにゅう 玉ねぎ あぶら ぎゅうにゅう たまねぎ あぶら ぎゅうにゅう たまねぎ あぶら

なまあげ しいたけ やきのり しいたけ キャベツ わかめ キャベツ わかめ きゅうり

わかめごはんのもと キャベツ たけのこ しらすぼし キャベツ

ゆずきち

18日 589 24.5 19日 613 20.6 20日 709 28.5 21日 605 25.6 22日 602 23.4

ぶたにく にんじん ちゅうかめん とりにく にんじん こめ　おおむぎ ウインナー にんじん パン サバ にんじん こめ　おおむぎ ぶたにく あおピーマン こめ　おおむぎ

やきぶた ねぎ さとう ツナ じゃがいも とりにく パセリ さとう とうふ　みそ ねぎ さとう なまあげ あかピーマン さとう

みそ ほうれんそう こむぎこ さとう じゃがいも あぶらあげ みそ　ベーコン にんじん かたくりこ

ハム　たまご タコ かまぼこ チンゲンサイ

ぎゅうにゅう もやし　しょうが ごま ぎゅうにゅう なす　たまねぎ　えだまめ あぶら ぎゅうにゅう キャベツ ぎゅうにゅう なめこ ぎゅうにゅう キャベツ ごまあぶら

きくらげ あぶら わかめ しょうが　とうもろこし ヨーグルト 玉ねぎ わかめ たまねぎ ほししいたけ

とうもろこし にんにく　きゅうり きゅうり たまねぎ

キャベツ すりおろしりんご　キャベツ もやし

25日 676 23.5 26日 602 22.4 27日 651 23.7 28日 601 25.1 29日 612 25.8

ぎゅうにく にんじん むしパンミックス ぶたにく にんじん こめ　おおむぎ ベーコン かぼちゃ パン　 とりにく にんじん こめ　おおむぎ いか　えび にんじん こめ　おおむぎ

ミックスドビーンズ あおピーマン さとう ちくわ にら じゃがいも とりにく にんじん なつみかんジャム なまあげ ほうれんそう さとう あさり　ひらてん チンゲンサイ かたくりこ

ツナ スパゲティ ほうれんそう しらたき だいず ブロッコリー さとう たまご　みそ ねぎ うずらたまご ブロッコリー さとう

あぶら とうふ　あぶらあげ かつおぶし

ぎゅうにゅう たまねぎ あぶら ぎゅうにゅう たまねぎ ごま ぎゅうにゅう たまねぎ マーガリン ぎゅうにゅう たまねぎ あぶら ぎゅうにゅう たまねぎ　しょうが ごまあぶら

にんにく はくさいキムチ ひじき きゅうり ごま ほししいたけ かんてん キャベツ　たけのこ

キャベツ もやし キャベツ あぶら なす みかんジュース

きゅうり メロン えのきたけ みかんかん

６月１１日～６月１５日「地場産週間」　　山口県や美祢市の食べものをたくさん使って給食をつくります！

６月４日～６月１０日　歯と口の健康習慣　　「おいしい」と「元気」を支える　丈夫な歯

ココアむしパン ごまあえ　メロン かぼちゃのスープ　ひじきサラダ みそしる おかかあえ　みかんかんてん

マーラーカオ ツナサラダ コンソメスープ　ヨーグルト みそしる　タコのすのもの ビーフンスープ

マーラーカオは中華風の蒸しパン たまげる大きさたまげなす
自分でパンにウインナーと

キャベツをはさみます

【夏至】
夏至の日にはタコを食べる

習慣があります
ビーフンはお米からできています

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

ビーンズサラダにはどんな豆が
入っているかな？

＜季節のたべもの＞
メロン

山口県でとれた夏みかんを
使ったジャム

山口県産の大豆を使って
作った厚揚げ

みかん寒天は一つ一つ気持ちを
込めて手作りしています

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

ナポリタン　ビーンズサラダ むぎごはん　じゃがぶたキムチ パン　なつみかんジャム むぎごはん　あつあげのたまごとじ ちゅうかどんぶり

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

みそラーメン　ごまドレッシングあえ たまげなすカレー ウインナーサンド むぎごはん　サバのてりやき むぎごはん　ホイコーロー

なめし おのちゃめんじる　いそかあえ アスパラソテー みそしる　しらすあえ にくじゃが　ゆずきちあえ

【秋吉小給食なし】 宇部市の小野茶を練りこんだ麺 アスパラガスは美祢市産 しらすにはカルシウムがたっぷり ゆずきちはカボスやスダチの仲間

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

こぎつねうどん　だいずのいそに しろごはん　せつきアジのてんぷら とうにゅうパン　キャベツのスープに しろごはん　とりにくのねぎソースかけ しろごはん　なっとう

ぎゅうにゅう

アップルパン とりにくのアーモンドがらめ ポークビーンズ　かみかみサラダ とうふとのりのスープ ポテとんじる　こんぶあえ

<かみかみ食材＞
かいそうミックス・とうもろこし

えのきたけ

＜かみかみ食材＞
わかめ・えのきたけ・たくあん

アーモンド

＜かみかみ食材＞
さきいか・とうもろこし

ピーナッツ

＜かみかみ食材＞
きりぼしだいこん・えのきたけ

＜かみかみ食材＞
ししゃも・こんぶつくだに

ごぼう

★都合により、生産地や材料は変更することがあります。

こんだて　一口メモ

　　　　　　　　淳美小　秋吉小　給食献立予定表

こんだて

火 金

ハモだんごじる　ごまずあえ

＜季節のたべもの＞
タコ

ぎゅうにゅう

タコめし　サバのみそだれかけ

水 木月

わふうスパゲティ　かいそうサラダ むぎごはん　すましじる　たくあんあえ パン　いちごジャム かみかみビビンバ むぎごはん　ししゃものしおやき

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

みなづき 

水無月（みなづき）・・・・・「水の月」という意味。田に水を引く月であることから 


