
　

小

中

ごはん　ちゅうかすのもの ぎゅうにゅう　ぶたにく ごはん　さとう　あぶら なす　にんじん　たまねぎ　こんにゃく 590

なすのいためもの ちくわ　かにかま　わかめ マロニー　ごまあぶら きゅうり　いんげん 759

ごはん　ごもくまめ ぎゅうにゅう　だいず　こんぶ ごはん　さとう　でんぷん にんじん　こんにゃく　ごぼう 610

とりつくねのスープに とりにくだんご　とうふ もやし　ちんげんさい　えのき　にら 770

あげぱん ぎゅうにゅう　きなこ　ベーコン コッペパン　さとう　あぶら にんじん　たまねぎ　とまと　パセリ 658

ブイヤベース えび　たら いか　たこ じゃがいも　オリーブオイル にんにく 830

むぎごはん　やきにくどん
ぎゅうにゅう　ぎゅうにく　ちく

わ
むぎごはん　さとう　あぶら にんじん　たまねぎ　きゃべつ　ねぎ 597

こまつなスープ かまぼこ　えびボール こまつな　いとこん　えのきだけ 740

むぎごはん　たなばたゼリー ぎゅうにゅう　とりにく むぎごはん　あぶら　じゃがいも
たまねぎ　にんじん　かぼちゃ　コーン　ﾆ

ﾝﾆｸ
689

なつやさいカレー スキムミルク ジュレ　ゼリー
ゴーヤ　おくら　おうとう　みかん　パイ

ン
845

ごはん　ほうれんそうスープ ぎゅうにゅう　ぶたにく ごはん　でんぷん　オイル
しょうが　ほうれんそう　にんじん　コー

ン
647

ぶたにくのかりんあげ さかなそうめん じゃがいも　ごま　さとう 783

ごはん　ちくぜんに ぎゅうにゅう　とりにく ごはん　じゃがいも　ごま こんにゃく　だいこん　にんじん　ごぼう 606

いんげんのごまあえ みそ さとう たけのこ　いんげん　もやし 765

ごはん　さらうどん 牛乳
ギュウニュウ

　　ぶたにく　たこ　いか ごはん　チャーメン　でんぷん きくらげ　たまねぎ　きゃべつ　いんげん 586

やさいとわかどりのナゲット 　えび　うずらたまご　とりにく ごまあぶら もやし　たけのこ 828

なめし　みそしる 牛乳
ギュウニュウ

　　とりにく　とうふ　みそ ごはん　さとう かぼちゃ　ねぎ　たまねぎ　だいこん 614

とりにくとだいこんのにもの あぶらあげ　わかめ　あつあげ
こんにゃく　にんじん　いんげん　しょう

が
780

ごはん　ポトフ ぎゅうにゅう　ハンバーグ ごはん　さとう　じゃがいも たまねぎ　えりんぎ　にんじん　いんげん 679

にこみハンバーグ ウインナー
キャベツ　アスパラ　ブロッコリー　ｶﾘﾌﾗ

ﾜ
816

ごはん　みそしる 牛乳
ギュウニュウ

　いわし　しらす　みそ ごはん　ごまあぶら　ごま もやし　ピーマン　ねぎ　えのき 643

いわしのうめに　もやしナムル とうふ　あぶらあげ　わかめ さといも 775

ごはん　ハムまきグラタン ぎゅうにゅう　ミートボール ごはん　あぶら　ごまあぶら きゃべつ　にんじん　たまねぎ　ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ 629

ミートボールとキャベツのスープ ハム デザート ｶﾘﾌﾗﾜｰ　コーン 861

　ごはん　しょうがやき
ぎゅうにゅう　ぶたにく　とりに

く
ごはん　ごまあぶら　さといも

たまねぎ　しょうが　ごぼう　ほししいた

け
648

のっぺいじる あぶらあげ　とりにく でんぷん にんじん　だいこん 823

ごもくちゃーはん　スープ ぎゅうにゅう　やきぶた　ハム むぎごはん　ごま油
アブラ

　アーモンド たけのこ　いんげん　かぼちゃ　きゅうり 610

かぼちゃのサラダ たまご マヨネーズ ビーフン　でんぷん
ほうれんそう　たまねぎ　えのき　にんに

く
801

　　　 ☆都合により献立をへんこうすることがあります。

熱や力になる 体の調子を整える体をつくる
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九重町学校給食センター

揚げパン

ペットボトルでの飲みすぎに注
意！
　暑くてのどがかわいていると
きなど、ペットボトルでごくごくと
飲んだりしていませんか。よく
冷やすと甘さを感じにくいた
め、そのまま飲み干してしまう
と糖分を取りすぎてしまいま
す。一日に何本も飲まないよう
にしましょう。

毎日給食が出来上がると、教室
でみなさんが食べる前に「検食」
をします。けんしょくというのは
「給食の味はよいか」、「くさった
りしていないか」、「変なものが
はいっていないか」などというこ
とを食べてみてしらべることで

す。

　安全でおいしい給食を食べて
もらうために、毎日給食を検査
しています

虫歯があると、かたいもの
がかめません。つい、かん
でも痛くないやわらかいも
のに手がでます。虫歯の
治療をしましょう。

朝ごはんをしっかり食べ
よう！
　１日のエネルギーのも
とは朝ごはんです。夏
休み中も必ず朝ごはん
をたべましょう。

いんげんの
ごまあえ

さらうどん

時間を決めて１日３食
夏休みになると１日の食生
活が乱れがちです。朝・昼・
夕の食事は時間をきめてと
りましょう。

　給食ができるまでには、どの
ような人々が働いているので
しょうか。好き嫌いで給食を残
している人はいませんか。みん
なの口にはいるものは、たくさ
んの人たちによってつくられて
います。食べ物を大切にして、
苦手なものもがんばってたべ
ましょう。

ハムまき

グラタンフライ

　野菜は生で食べるより、煮
物、いためもの、おひたしなど
火を通すとかさが小さくなっ
て、たっぷり食べられます。

かぼちゃ
のサラダ

みそしる

いわしの梅煮
もやしの炒め
ナムル

ごはん

味噌汁

ミートボール
スープ

たんさんが入っていなくても、果
汁５０％以下の飲み物、ソフトド
リンク、スポーツ飲料も清涼飲
料水です。
　のどがかわいたときは、砂糖
の入っていない麦茶、水にレモ
ンをしぼったレモン水、牛乳な
どで水分のほきゅうをしましょ
う。

焼肉丼

麦ごはん

ごはん

ごはん
なめし

鶏肉と
大根の煮物

スポーツ飲料の飲み方
　もともとスポーツ飲料は、激
しい運動したときなど汗として
失われた水分を補給するもの
です。甘みの少ないものもあり
ますが、５％ぐらい糖分が含ま
れています。日常の水分補給
として飲む習慣をつけないよう
にしましょう

小松菜スープ

夏野菜をたっぷり食べよう！
　夏野菜は太陽のかんづ
め！ビタミン類がいっぱいで
す。暑くなると、汗といっしょに
ビタミン類も体の外に流れ出
ます。夏はとくに色のこい野
菜（りょくおうしょくやさい）をた
くさんたべるように心がけま
しょう

のどがかわいたら牛乳をのも
う！
　暑い夏には、冷たく冷やした牛
乳がおいしいですよ。牛乳をの
むときはゴクゴクとひといきに飲
まずに、ひとくちづつゆっくり牛
乳のあまさをあじわってのみま
しょう。

ポトフ

ちくぜんに

よいおやつをえらんでますか。
○おやつの条件
1.　エネルギーだけでな、たん
ぱく質やビタミン・カルシウムな
どがとれる。
2.　消化のよいもの
3.　おいしくて楽しくなるもの

スープごはん

食中毒に気をつけよう！
　夏は食中毒が起こりやすい季
節です。
　生ものはなるべく食べないよう
にし、よく加熱してからたべま
しょう。冷蔵庫にいれてあるから
といってあんしんしてはいけま
せん。

ごはん

ブイヤベー
ス

のっぺい汁

ごはん
(少）

しょうが
焼き

ナゲット

煮込み
ハンバーグ

ちゅうかすのもの

なすの
いためもの

ごはん

ごもくまめ

五目チャー
ハン

七夕ゼリーむぎごはん

夏野菜
カレー

食事をゆっくり、よくかんで食
べるふんいきをつくりましょう。
テレビをみながら、本をよみな
がらは、かまない原因になり
ます。生活にゆとりをもって
ゆっくりよくかんでたべましょ
う。

ごはん

豚肉の

かりん揚げ

ほうれん草

スープ
ごはん

とりつくね
スープ

しっかり食べて
元気にすごしま
しょう

デ

どんな人が給食をつ
くっているのかしりた
い

質問の嵐のまえのひ
とときです。この後
質問がはじまりま
す。

給食を食べる人の顔が見えると給食作り
に力がはいります。今日はどんな顔をして
食べているのでしょうか。おいしい顔してく
れているかな？


