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雲南市加茂学校給食センター

                  　　　　 ※牛乳はまいにちつきます

月 火 水 木 金
　　　こども園給食中止

むぎごはん 五目うどん むぎごはん

豚肉のしょうが焼き こいわしの米粉揚げ 鶏肉の玉ねぎソースかけ

小松菜のごまじゃこびたし 海藻サラダ ブロッコリーのごまじょうゆ

おくらのみそ汁 木次ヨーグルト みそけんちん汁

　　　たなばたこんだて 　　　      　 　 眠眠こんだて

むぎごはん むぎごはん むぎごはん ゆかりごはん(むぎなし) むぎごはん

春巻き 星のハンバーグの チーズ入り千草焼き さばのごまみそ焼き まめなカレーそぼろ

三色あえ 　　デミグラスソースかけ (こ～小1:１個／小２～中：2個） 野菜炒め 甘酢あえ

中華スープ キラキラサラダ 磯あえ とうふのおすまし 豚肉とアスパラガスの

コンソメスープ 夏野菜のみそ汁 　　　　　　豆乳みそ汁

七夕ソーダゼリー

　　  雲南☆まいもんの日

むぎごはん コッペパン 菜めしごはん(むぎなし) みそラーメン むぎごはん

焼きししゃも（２尾） イチゴジャム 豚肉のアップルソースかけ 鶏肉のコロコロから揚げ じゃがいものミートソース

野菜のマヨサラダ さけの香草揚げ 小松菜と油揚げの煮びたし 中華サラダ きゅうりののりマヨあえ

肉じゃがキムチ キャベツのサラダ わかめのみそ汁 メロン トマたまスープ

豆乳キャロットポタージュ

むぎごはん むぎごはん ピラフ(むぎなし)

あじのピリ辛ソース 夏野菜ビーフカレー 豚肉のケチャップ炒め

五目きんぴら ほうれん草オムレツ ツナとひじきのサラダ

なめこ汁 福神漬けあえ すいかも入った

ひえひえみかん 　　　フルーツポンチ

     　1学期給食最終日

むぎごはん むぎごはん わかめごはん(むぎなし)

蒸しギョーザ(こ・小:２個/中:３個) たちうおのしそみそ焼き 鶏肉のマーマレード焼き

切干大根のナムル ネバネバ野菜のおかかあえ こんにゃくサラダ

マーボーなす かぼちゃのみそ汁 にらたま汁

海の日 スポーツの日

今月の地元野菜

雲南市統一献立

雲南☆まいもんの日

今月は、きゅうりやトマト、玉ねぎやじゃがいもを取り入れた

献立です。

７月になり、夏野菜もたくさん収穫され始めました。

夏野菜はみずみずしく、水分が多い

ものがたくさんあります。カリウムや

ビタミン類も多く、暑い季節は体の中

からクールダウンしてくれます。

夏野菜をたくさん取り入れた献立

です。雲南の旬の味を感じながら

暑さに負けないようにしっかりと

食べてくださいね。

眠眠こんだて
～良い睡眠につなげよう～

昼間元気に活動し、夜ぐっすりと眠るためには必須アミノ酸の一つで

ある「トリプトファン」という栄養素が欠かせません。
今月の１０日（金）の『眠眠こんだて』では、「トリプトファン」

を多く含んでいるアスパラガス・大豆製品・豚肉を組み合わせた「豚
肉とアスパラガスの豆乳みそ汁」を予定しています。

暑くなり、食欲がなくなってきている人もいるかと思います。しか

し、この暑さを乗り切るためにも、毎食の食事をしっかりと食べ、夜

は休養をとることが大切です。
良い睡眠で、毎日の生活をよりよくしていきたいですね。

じゃがいも・たまねぎ・にんじん
きゅうり・トマト・なす・かぼちゃ

こまつな・モロッコまめ
ピーマン・モロヘイヤ

トリプトファンを多く含んでいる食材には、『大豆・納
豆・ごま・牛乳・バナナ・たまご・かつお・しらす・いわ
し・豚肉』などがありますよ！
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※ぎゅうにゅうは毎日つきます
※食材は都合により変更になる場合があります。

日 こ　ん　だ　て

1 むぎごはん　ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう こめ　むぎ　　　　

(水) ぶたにくのしょうがやき ぶたにく　　　　 あぶら　　 チンゲンサイ しょうが　たまねぎ　　　　

こまつなのごまじゃこびたし ちりめんじゃこ　 ごま　　 こまつな　にんじん　　 もやし　いんげん　　　　

オクラのみそしる とうふ　うすあげ　みそ　　 にぼしだし　 じゃがいも　　　　　 にんじん　　　 オクラ　だいこん　　　　

2 ごもくうどん とりにく　うすあげ　　　 にぼしだし　 うどん にんじん　ねぎ　　 だいこん　ごぼう　ほししいたけ　　　

(木) ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

こいわしのこめこあげ いわし こめこ あげあぶら　　

かいそうサラダ ハム　　　　 かいそうみっくす ドレッシング　　 にんじん　　　 きゅうり　キャベツ　　　　

きすきのヨーグルト ヨーグルト

3 むぎごはん　ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう こめ　むぎ　　　　

(金) とりにくのたまねぎソース とりにく　　　　 さとう　かたくりこ　　　　 あぶら　　 たまねぎ　　　　　

ブロッコリーのごまじょうゆ ごま　　 ブロッコリー　　　

みそけんちんじる とうふ　みそ　　　 にぼしだし　 さといも にんじん　ねぎ　　 だいこん　こんにゃく　ほししいたけ　　　

6 むぎごはん　ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう こめ　むぎ　　　　

(月) はるまき はるまき あげあぶら　　

さんしょくあえ さとう　　　　　 ごま　ごまあぶら　 ほうれんそう　にんじん　　 もやし　　　　　

ちゅうかスープ ミートボール ちゅうかスープ　　　　　 チンゲンサイ　にんじん　　 たまねぎ　たけのこ　　　　

7 むぎごはん　ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう こめ　むぎ　　　　

(火) ほしのハンバーグのデミグラスソース ハンバーグ トマトケチャップ　ウスターソースAF　さとう　マイルドデミグラスソース　　

キラキラサラダ ハム　　　　 かんてん さとう　　　　　 あぶら　　 トマト　　　 キャベツ　きゅうり　コーン　　　

コンソメスープ ベーコン　　　　 じゃがいも　　　　　 にんじん　ブロッコリー　　 たまねぎ　しめじ　　　　

たなばたソーダゼリー ソーダゼリー

8 むぎごはん　ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう こめ　むぎ　　　　

(水) チーズいりちぐさやき とりにく　たまご　　　 チーズ さとう　　　　　 にんじん　ほうれんそう　　 たまねぎ　　　　　

いそあえ もみのり　 こまつな　にんじん　　 キャベツ　　　　　

なつやさいのみそしる うすあげ　みそ　　　 にぼしだし　 かぼちゃ　ねぎ　　 なす　たまねぎ　　　　

9 ゆかりごはん（むぎなし）　ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう こめ　　　　 しそ　

(木) さばのごまみそやき さば　みそ　　　 さとう　　　　　 ごま　　

やさいいため ベーコン　　　　 あぶら　　 こまつな　にんじん　　 キャベツ　もやし　　　　

とうふのおすまし とうふ　だしかつお　　　 だしこんぶ　 にんじん　　　 たまねぎ　しめじ　だいこんば　　　

10 むぎごはん　ぎゅうにゅう こめ　むぎ　　　　

(金) まめなカレーそぼろ ぶたにく　ぎゅうにく　ミックスビーンズ　おから　 さとう　カレーこ　　　　 あぶら　　 しょうが　　　　　

あまずあえ わかめ　 マロニー　さとう　　　　 にんじん　　　 きゅうり　キャベツ　　　　

ぶたにくとアスパラガスのとうにゅうみそ汁 ぶたにく　みそ　とうにゅう　　 にぼしだし　 にんじん　アスパラ　　 たまねぎ　しいたけ　ごぼう　　　

13 むぎごはん　ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう こめ　むぎ　　　　

(月) やきししゃも ししゃも　　　　

やさいのマヨサラダ とりにく ごま　ノンエッグマヨネーズ　 カラーピーマン　こまつな　　 キャベツ　　　　　

にくじゃがキムチ ぶたにく　　　　 じゃがいも　さとう　　　　 あぶら　　 にんじん　　　 たまねぎ　いんげん　こんにゃく　はくさいキムチ

14 コッペパン　ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう コッペパン　　　　　

(火) いちごジャム いちごジャム　　　　　

さけのこうそうあげ さけ　　　　 かたくりこ　　　　　 あげあぶら　　 パセリ　　　 にんにく　しょうが　バジル　ナツメグ　　

キャベツのサラダ さとう　　　　　 あぶら　　 カラーピーマン　ほうれんそう　　 きゅうり　キャベツ　　　　

とうにゅうキャロットポタージュ ベーコン　とうにゅう　　　 じゃがいも　シチュールゥ　　　　 にんじん　パセリ　　 たまねぎ　えりんぎ　　　　

15 なめし（むぎなし）　ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう こめ　 あおな

(水) ぶたにくのアップルソース ぶたにく　　　　 さとう　　　　　 あぶら　　 カラーピーマン　　　 たまねぎ　アップルソース　　　　

こまつなとあぶらあげのにびたし うすあげ　かつおぶし　　　 さとう　　　　　 あぶら　　 こまつな　にんじん　　 キャベツ　　　　　

わかめのみそしる とうふ　みそ　　　 わかめ　にぼしだし にんじん　　　 だいこん　しめじ　　　　

16 みそラーメン　 ぶたにく　みそ　　　 ちゅかめん　ちゅうかスープ　ちんたんスープ　　　　 あぶら　　 にんじん　ねぎ　　 もやし　コーン　にんにく　　　

(木) ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

とりにくのコロコロからあげ とりにく　　　　 かたくりこ　　　　　 あげあぶら　　 にんにく　しょうが　　　　

ちゅうかサラダ ハム　　　　 さとう　　　　　 ごまあぶら　　 にんじん　　　 キャベツ　きゅうり　えのきたけ　　　

メロン メロン　　　　　

17 むぎごはん　ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう こめ　むぎ　　　　

(金) じゃがいものミートソース ぎゅうにく　ぶたにく　だいず　　 じゃがいも　トマトケチャップ　ウスターソース　こめこ　さとう　 あげあぶら　あぶら　 にんにく　たまねぎ　いんげん　　　

きゅうりののりマヨあえ ツナフレーク　　　　 もみのり　 ノンエッグマヨネーズ　ごま　 にんじん　　　 きりぼしだいこん　きゅうり　キャベツ　　　

トマたまスープ たまご　とりにく　　　 あぶら　　 トマト　こまつな　　 えりんぎ　たまねぎ　　　　

20 むぎごはん　ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう こめ　むぎ　　　　

(月) あじのピリからソース あじ　トウバンジャン さとう　かたくりこ　　　　 あげあぶら　　 カラーピーマン　　　 にんにく　　　　　

ごもくきんぴら ぶたにく　うすあげ　　　 さとう　　　　　 あぶら　　 にんじん　　　 ごぼう　れんこん　とうがらし　　　

なめこじる なまあげ　みそ　　　 にぼしだし　 じゃがいも　　　　　 にんじん　　　 なめこ　たまねぎ　だいこんば　　　

ひえひえみかん みかん

21 むぎごはん　ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう こめ　むぎ　　　　

(火) なつやさいのビーフカレー ぎゅうにく　　　　 ウスターソース　カレールゥ　　　　 あぶら　　 かぼちゃ　にんじん　ピーマン　 たまねぎ　なす　にんにく　アップルソース　　

ほうれんそうオムレツ ほうれんそうオムレツ　　　　

ふくじんづけあえ にんじん　　　 きゅうり　キャベツ　ふくじんづけ　　

22 ピラフ（むぎなし）　ぎゅうにゅう チキンウインナー　　　　 ぎゅうにゅう こめ　　　　　 あぶら　　 にんじん　　　 コーン　グリンピース　　　　

(水) ぶたにくのケチャップいため ぶたにく　だいず　　　 トマトケチャップ　ウスターソース　さとう　　　 あぶら　　 ピーマン　　　 たまねぎ　にんにく　　　　

ツナとひじきのサラダ ツナフレーク　　　　 ひじき　 ドレッシング　　 こまつな　にんじん　　 キャベツ　きゅうり　　　　

すいかもはいったフルーツポンチ だんご　さとう　　　　 パイナップル　みかん　りんご　すいか　ナタデココ　

27 むぎごはん　ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう こめ　むぎ　　　　

(月) むしギョーザ ギョーザ　　　　

きりぼしだいこんのナムル コチジャン　　　　 わかめ　 さとう　　　　　 ごまあぶら　　 ほうれんそう　にんじん　　 きりぼしだいこん　　　　　

マーボーなす ぶたにく　みそ　トウバンジャン　　 ちゅうかスープ　さとう　ちんたんスープ　かたくりこ　　 あぶら　ごまあぶら　 にら　にんじん　　 なす　にんにく　しょうが　たまねぎ　たけのこ　ほししいたけ

28 むぎごはん　ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう こめ　むぎ　　　　

(火) たちうおのしそみそやき たちうお　みそ　　　 さとう　　　　　 ノンエッグマヨネーズ　　 しそ　うめ

ネバネバやさいのおかかあえ かつおぶし　　　　 モロヘイヤ　ほうれんそう　にんじん　 オクラ　キャベツ　　　　

かぼちゃのみそしる なまあげ　みそ　　　 にぼしだし　 かぼちゃ　ねぎ　　 たまねぎ　えのきたけ　　　　

29 わかめごはん（むぎなし）　ぎゅうにゅう わかめ　ぎゅうにゅう こめ　　　　　

(水) とりにくのマーマレードやき とりにく　　　　 マーマレード　　　　　

こんにゃくサラダ ドレッシング　　 にんじん　こまつな　　 キャベツ　こんにゃく　　　　

にらたまじる たまご　うすあげ　だしかつお　　 だしこんぶ　 かたくりこ　　　　　 にんじん　にら　　 たまねぎ　しいたけ　　　　

雲南市加茂学校給食センター
お　も　な　ざ　い　り　ょ　う

赤の食品

おもに体をつくるもとになる食品

黄の食品

おもにエネルギーのもとになる食品

緑の食品

おもに体の調子を整えるもとになる食品


