
　令和４年　　中学校

１群 ２群 ３群 ４群 ５群 ６群
たんぱく質 無機質 カロテン ビタミンC，他 炭水化物 脂質

牛乳

1 金 ごはん ごはん

さばの塩焼き さば 塩

しょうがあえ こまつな　人参 もやし　生姜 しょう油

かきたま汁 卵　豆腐 にら 玉ねぎ　えのきたけ でん粉 しょう油　塩　削り節

4 月 ごはん ごはん

餃子② 豚肉 キャベツ　 餃子の皮 しょう油

バンサンスー キャベツ　きゅうり 春雨　砂糖 ごま　油 酢　しょう油

麻婆豆腐 豆腐　豚肉　みそ にら ねぎ　しいたけ　たけのこ　生姜　にんにく 砂糖　でん粉 油 酒　しょう油　豆板醤　甜麺醤　がらスープ

5 火 麦ごはん ごはん　大麦

豚肉の生姜炒め 豚肉 玉ねぎ　生姜 しらたき　砂糖 油 酒　しょう油　みりん

おひたし かつお節 ほうれん草 もやし　枝豆 しょう油

なめこの味噌汁 生揚げ　みそ なめこ　大根　ねぎ 削り節

6 水 五目うどん（ソフトメン） ソフトメン

五目うどん（五目汁） 鶏肉 ほうれん草　人参 ねぎ　ごぼう　しいたけ でん粉 油 酒　しょう油　塩　みりん　削り節

もちいなりの含め煮 油揚げ もち　でん粉　砂糖 しょう油　みりん　酒　削り節

即席漬 大根　きゅうリ 塩　七味唐辛子

7 木 ごはん ごはん

星型メンチカツ 豚肉 玉ねぎ パン粉　でん粉 油

ひじきのサラダ（ドレッシング） ひじき キャベツ　スイートコーン 塩ドレッシング

七夕汁 鶏肉　かまぼこ こまつな　人参 しめじ　ねぎ　生姜 しょう油　塩　削り節

デザート マスカットゼリー

8 金 黒パン 黒パン

さけのバター焼き さけ パセリ レモン果汁 バター しょう油　ワイン

ペンネのソテー ベーコン トマト 玉ねぎ　マッシュルーム マカロニ 油 マリナラソース　塩　こしょう

クリームスープ 豚肉　いんげん豆 牛乳 ほうれん草　人参 キャベツ コーンポタージュ　ベシャメルソース　塩　こしょう

11 月 ごはん ごはん

鶏肉のレモン醤油かけ 鶏肉 レモン果汁 でん粉　砂糖 油 酒　しょう油

ブロッコリーのにんにく炒め ベーコン ブロッコリー しめじ　にんにく 油 ワイン　塩　こしょう　しょう油

ごま味噌汁 豆腐　みそ 人参　ほうれん草 ねぎ　ごぼう ごま 削り節

デザート ミニエクレア

12 火 麦ごはん ごはん　大麦

ハヤシシチュー 豚肉 人参　トマト 生姜　にんにく　玉ねぎ　マッシュルーム じゃが芋 油
塩　こしょう　ワイン　ハヤシフレーク

中濃ソース　ケチャップ　がらスープ

枝豆フリッター② おきあみ 枝豆　 小麦粉

コーンサラダ（ドレッシング） ほうれん草 スイートコーン　キャベツ コーンクリーミードレッシング

13 水 醤油ラーメン（中華めん） 中華めん

醤油ラーメン（醤油ラーメンスープ） 豚肉　なると わかめ チンゲン菜 ねぎ　もやし　にんにく 油 酒　がらスープ　醤油ラーメンスープ　こしょう　がらスープ

揚げしゅうまい③ 鶏肉 玉ねぎ しゅうまいの皮 豚脂　油

中華風ごま酢あえ こまつな　人参 きゅうり 砂糖 ごま　油 しょう油　酢

14 木 ごはん ごはん

スタミナ炒め 豚肉 にら にんにく　玉ねぎ　しめじ 砂糖 油 酒　豆板醤　しょう油　オイスターソース　こしょう

やみつきもやし 人参 もやし 油 しょう油

冬瓜のスープ 鶏肉　豚肉 人参 冬瓜　ねぎ　しいたけ　生姜　玉ねぎ 春雨 がらスープ　しょう油　塩　こしょう

15 金 ミルクパン ミルクパン

白身魚フライ（ソース） ホキ　卵 小麦粉　パン粉 油 中濃ソース

ラタトゥイユ ピーマン　パプリカ　トマト なす　ズッキーニ　玉ねぎ　にんにく 油 塩　こしょう　チキンブイヨン

野菜スープ 鶏肉 人参 キャベツ じゃが芋 塩　チキンブイヨン　こしょう　しょう油

19 火 麦ごはん ごはん　大麦

沖縄天ぷら いか　卵 小麦粉 油 塩

ゴーヤチャンプルー 豚肉　かつお節 もがうり　もやし　しいたけ　にんにく ふ　砂糖 油 酒　塩　しょう油

もずくスープ 豆腐 もずく 人参 ねぎ がらスープ　しょう油　塩　こしょう

20 水 ごはん ごはん

夏野菜カレー 豚肉 かぼちゃ　ピーマン　人参 なす　玉ねぎ　生姜　にんにく 小麦粉　砂糖 油
酒　塩　カレー粉　ケチャップ　しょう油

チャツネ　ガラムマサラ　がらスープ

煮卵 卵 しょう油　削り節　酒

こんにゃくサラダ（ドレッシング） こまつな きゅうり　キャベツ こんにゃく 中華ドレッシング

＊天候等により、使用する食材が変更になることがあります。

＊加工食品は主要な材料を記載しています。

＊スプーン・フォークの欄は紙面の都合上記載をしておりません。メニューによりご持参ください。

◎不明な点は給食センターへお問い合わせください。Tel:0297－82-3363

　　梅雨が明け、いよいよ夏本番です。暑い日が続くと、食欲が落ちやすくなります。そこで、冷たい麺の
みで済ませたり、食事を抜いたりすると、栄養が偏り、夏バテや熱中症の原因になります。１日３回の食
事をバランスのよく食べるとともに、こまめな水分補給を心がけ、暑さに負けず元気に過ごせるようにし
ましょう。

牛乳

日 曜日 献立名

毎日

869

2.7

879

2.5

取手市立学校給食センター

その他の材料（調味料など）

779

1.9

843

2.8

818

2.1

エネルギー

（Kcal)

食塩

（グラム）

主な材料名
主に血や筋肉，骨になる 主に体の調子を整える 主にエネルギー源になる

〈　　日　本　の　食　べ　物　の　旅　【　　沖　縄　県　　】　　〉

863

2.2

860

4.7

796

2.5

833

3.2

786

3.1

810

1.9

799

3.1

874

2.4

〈　　七　夕　献　立　　〉

〈　リ　ク　エ　ス　ト　献　立　・　藤　代　南　中　学　校　〉

献 立 表

栄　養　素 基準量 月の平均

エネルギー（Kcal) 830 831

食塩（ｇ） 2.5 2.7

センター長のささやき

“an an”は

こちらから

間食(おやつ)に気をつけよう！


