
　令和3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 火 ごはん ごはん

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

やみつきもやし もやし　きゅうり 油　ごま しょう油

豆乳味噌汁 鶏肉　生揚げ　豆乳　みそ 人参 ごぼう　大根　ねぎ 油 酒　削り節

2 水 広東麺（中華めん） 中華めん

広東麺（広東麺スープ） 豚肉　いか　えび　あさり 人参　にら 生姜　椎茸　ねぎ でん粉 油 酒　ラーメンスープしょう油　オイスターソース　こしょう

ポークしゅうまい③ 豚肉 玉ねぎ パン粉　しゅうまいの皮

チンゲン菜の炒め物 ハム チンゲン菜 たけのこ 春雨 油 塩　こしょう　オイスターソース

3 木 麦ごはん ごはん　大麦

アジの更紗揚げ あじ 生姜 でん粉 油 しょう油　カレー粉　酒

ワカメときゅうりの酢の物 わかめ きゅうり 砂糖 酢　しょう油

玉ねぎの味噌汁 油揚げ　みそ 人参　こまつな 玉ねぎ 削り節

4 金 切り目入りコッペパン コッペパン

鶏肉　豚肉 玉ねぎ 砂糖 油 デミグラスソース　ケチャップ　ウスターソース

粉ふきいも パセリ じゃが芋 塩　こしょう

野菜スープ 鶏肉 人参　ほうれん草 キャベツ　玉ねぎ　マッシュルーム 油 酒　塩　チキンブイヨン　こしょう　しょう油

7 月 ごはん

ヤンニョムチキン 鶏肉 にんにく でん粉　小麦粉　水あめ 油 ケチャップ　しょう油　コチュジャン　酢

チャプチェ 豚肉 人参　にら きくらげ　にんにく 砂糖　春雨 油 酒　塩　しょう油　がらスープ

ベーコン チンゲン菜 もやし　玉ねぎ　生姜 油 酒　しょう油　塩　こしょう　がらスープ

8 火 麦ごはん ごはん　大麦

イカのねぎ味噌焼き いか　みそ ねぎ　生姜 砂糖 酒　しょう油　みりん

きんぴらごぼう 人参 ごぼう　枝豆 砂糖 ごま　油 しょう油　みりん　七味唐辛子

だまこ汁 鶏肉　油揚げ こまつな まいたけ　ねぎ だまこ餅　こんにゃく 油 酒　しょう油　みりん　削り節　塩

9 水 スパゲティナポリタン ウインナー ピーマン　人参　トマト 玉ねぎ　マッシュルーム　にんにく スパゲティ 油 マリナラソース　ケチャップ　トマトピューレ　中濃ソース　ワイン　塩　こしょう

豆腐ナゲット② 豆腐　魚肉すり身 玉ねぎ 油

コールスロー（ドレッシング） 人参 キャベツ　スイートコーン コールスロードレッシング

デザート フローズンヨーグルト

10 木 ごはん ごはん

肉そぼろ 豚肉　大豆 生姜 砂糖 油　ごま 酒　しょう油　みりん

人参と白滝の甘辛煮 かつお節 人参　こまつな しらたき　砂糖 しょう油　削り節

じゃが芋の味噌汁 油揚げ　みそ わかめ 玉ねぎ じゃが芋 削り節

11 金 ミルクパン ミルクパン

サケフライ（ソース） さけ　卵 小麦粉　パン粉 油 中濃ソース

グリーンサラダ（ドレッシング） ほうれん草 キャベツ　枝豆 シーザーサラダドレッシング

コーンクリームスープ 鶏肉 牛乳　クリーム 人参　ブロッコリー 玉ねぎ　スイートコーン 油 ベシャメルソース　コーンポタージュ　塩　こしょう　チキンブイヨン

14 月 ごはん ごはん

鶏肉のバジル炒め 鶏肉 パプリカ 玉ねぎ　にんにく　生姜 油 しょう油　酒　オイスターソース　バジル

春巻き 豚肉 人参 玉ねぎ 春巻きの皮 油

フォー 豚肉　えび にら もやし　にんにく　レモン果汁 フォー 油 酒　塩　こしょう　しょう油　ナンプラー　がらスープ

15 火 麦ごはん ごはん　大麦

ポークカレー 豚肉 人参 生姜　玉ねぎ　にんにく じゃが芋　砂糖　小麦粉 油 酒　塩　カレー粉　チャツネ　ケチャップ　しょう油　ガラムマサラ　ポークブイヨン

煮卵 卵 塩　しょう油　削り節　酒

コーンサラダ（ドレッシング） スイートコーン　きゅうり　キャベツ 玉ねぎドレッシング

16 水 ごはん ごはん

そぼろあんかけ豆腐 豆乳　鶏肉 枝豆　生姜 でん粉　砂糖 油 酒　しょう油　みりん

ひじきの炒め煮 豚肉　さつま揚げ ひじき 人参 しらたき　砂糖 油 酒　みりん　しょう油

ごま味噌汁 みそ かぼちゃ　人参　ほうれん草 玉ねぎ ごま 削り節

17 木 ごはん ごはん

サバの味噌煮 さば　みそ 生姜　ねぎ 砂糖 しょう油　酒　みりん

おかか和え かつお節 こまつな　人参 もやし しょう油

沢煮椀 豚肉　油揚げ 人参 たけのこ　ごぼう　ねぎ　まいたけ 油 酒　しょう油　塩　みりん　削り節

18 金 米パン 米パン

鶏肉のマーマレード焼き 鶏肉 生姜　にんにく マーマレード しょう油　酒

ブロッコリーのガーリックソテー 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

ミネストローネ ウインナー 人参　トマト 玉ねぎ　セロリ マカロニ　じゃが芋　砂糖 油 塩　チキンブイヨン　ケチャップ　こしょう

21 月 ごはん　納豆 納豆 ごはん タレ　からし

茨城れんこんフライ（ソース） れんこん パン粉　小麦粉 油 中濃ソース

梅あえ 大根　きゅうり　うめ 砂糖 ごま 塩

ぬっぺ汁 鶏肉　するめ 人参 ごぼう　椎茸　ねぎ こんにゃく　じゃが芋 油 酒　しょう油　塩　みりん　削り節

22 火 麦ごはん ごはん　大麦

餃子② 豚肉 キャベツ 餃子の皮　パン粉

回鍋肉 豚肉 人参　ピーマン キャベツ　たけのこ　にんにく 油 酒　しょう油　甜麺醤　豆板醤　こしょう

ねぎ塩スープ 鶏肉　あさり 人参 生姜　にんにく　もやし　ねぎ　きくらげ 油 酒　しょう油　塩　がらスープ

23 水 わかめうどん（ソフトメン） ソフトメン

わかめうどん（わかめうどん汁） 豚肉　油揚げ わかめ 人参 ねぎ 砂糖　でん粉 油 酒　しょう油　みりん　塩　削り節

きびなごカリカリ揚げ③ きびなご じゃが芋　でん粉 油

ごまあえ ほうれん草　人参 こんにゃく　砂糖 ごま しょう油

24 木 ごはん ごはん

鶏肉の塩麹炒め 鶏肉 チンゲン菜 にんにく　生姜　ねぎ しらたき 油 塩麹　酒　みりん　塩　七味唐辛子

小松菜のおひたし かつお節 こまつな もやし しょう油

なめこの味噌汁 生揚げ　みそ 人参 なめこ　大根 削り節

25 金 黒パン 黒パン

豚肉のバーベキューソース 豚肉 ねぎ　生姜　にんにく 砂糖 しょう油　酒　アップルソース

キャベツのマリネ パプリカ キャベツ　玉ねぎ　レモン果汁 砂糖 油 酢　塩

オニオンチーズエッグスープ ベーコン　卵 チーズ ほうれん草　人参　ブロッコリー 玉ねぎ　スイートコーン パン粉 油 塩　こしょう　チキンブイヨン

28 月 ごはん ごはん

鶏肉のからあげ 鶏肉 生姜　にんにく でん粉 油 酒　しょう油

海藻サラダ（ドレッシング） わかめ　茎わかめ　つのまた キャベツ　スイートコーン 和風ドレッシング

かにかま汁 カニ風味かまぼこ　豆腐 こまつな 玉ねぎ　えのきたけ しょう油　塩　こしょう　削り節

デザート あじさいゼリー

29 火 麦ごはん ごはん　大麦

肉団子の甘酢煮 鶏肉　豚肉 パプリカ 玉ねぎ　椎茸　たけのこ 砂糖　でん粉 油 塩　しょう油　ケチャップ　ウスターソース　酢

華風和え 人参 もやし 砂糖 油 酢　しょう油

チンゲンサイと卵のスープ 鶏肉　卵 チンゲン菜 ねぎ でん粉 油 酒　がらスープ　しょう油　塩　こしょう

30 水 ごはん　野菜ふりかけ ごはん 野菜ふりかけ

ホッケのみりん焼き ほっけ しょう油　みりん

昆布和え 塩昆布 キャベツ　きゅうり ごま

豚汁 豚肉　生揚げ　みそ 人参　こまつな ごぼう こんにゃく　じゃが芋 油 酒　削り節

＊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

取手市立学校給食センター

日 曜日 献立名

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

その他の材料（調味料など）
エネルギー

（Kcal)

食塩

（グラム）

858

2.8

毎日 牛乳

831

2.2

848

３.7

〈　　か　み　か　み　献　立　　〉

811

2.4

819

3.1

ハンバーグケチャップソース

ごはん
874

2.4
もやしのスープ

859

2.5

809

2.4

809

2.8

884

3.0

878

2.2

856

2.4

〈　　日　本　の　食　べ　物　の　旅　【　　茨　城　県　　】　　〉

796

2.7

828

2.4

〈　　世　界　の　料　理　紹　介　【　東 南 ア ジ ア　】　　〉

847

3.2

836

2.5

802

2.2

〈　　リ　ク　エ　ス　ト　献　立　・　六　郷　小　学　校　　〉

820

2.5

798

2.4

83１

3.3

851

2.1

841

2.7

　
　　　　　　　　　　　　6月４日から10日の1週間は，『歯と口
　　　　　　　　　　の健康週間』です。いつもより，よくかんで
　　　　　　　　　　食べることを意識しましょう。

栄　養　素 基準量 月の平均

エネルギー（Kcal) 830 835

食塩（ｇ） 2.5 2.6

6月 献 立 表


