
1日 　　　① ２日 　　　　①

エネルギー 小　653Kcal
中　859Kcal  

たんぱく質 小　28.5ｇ
中　37.6ｇ

脂　　　肪 小　27.4％ ②チーズパン ③親子うどん  ②麦ごはん　　　　　　　③炒り豆腐

（エネルギーに対して） 中　26.9％

エネルギー 小　　 600kcal 中　　842kcal 小　　　662 kcal 中　 861kcal

たんぱく質 小　　 31.5ｇ 中　　42.9ｇ 小　  　28.0ｇ 中　 37.2ｇ

５日 　　　　① ６日 　　　① 　７日 　　　　① ８日 　　　　① ９日 　　　　①

　　⑤みかん果汁  ⑤天の川ゼリー

 ②わかめごはん　　　　　　　
③小松菜とあさりの

　みそしる
②コッペパン ③パンプキン

　　　　ポタージュ
②麦ごはん ③流れ星スープ ②ミルクパン ③ポークビンズ ②麦ごはん　　　　　　　　　　③けんちん汁③夏野菜カレー

エネルギー 小　　　722kcal 中　　 890 kcal 小　　　607kcal 中　　799kcal 小　　　602kcal 中　　　762kcal 小　　  624kcal 中　　897 kcal 小　　 　688kcal 中　　880kcal

たんぱく質 小　  　33.0ｇ 中　　 41.0ｇ 小　　　25.6ｇ 中　　34.8ｇ 小　　　23.6ｇ 中　　　30.4ｇ 小　　  27.6ｇ 中　　38.3ｇ 小　　　 25.9ｇ 中　　33.4ｇ

１２日 　　　　① １３日 　　　　① １４日 　　　　① １５日 　　　　① １６日 　　　　①

　⑥スライスチーズ

②麦ごはん ③かいのこ汁　 ②バーガーパン
③野菜の
　　　　スープ煮 ②麦ごはん

③中華風

　　　　　　ｺｰﾝｽｰﾌﾟ
②レーズンパン

③ﾅｽとﾄﾏﾄ
　　　のｽﾊﾟｹﾞﾃｨ

②麦ごはん　　　　　　　　③みそけんちん汁　　　　　③豚汁

エネルギー 小　パイン661 kcal 中　パイン846 kcal

小　黄桃　671 kcal 中　黄桃 856 kcal

たんぱく質 小　パイン　　28.2 ｇ 中　パイン　36.7 ｇ

小　黄桃　　　 28.2 ｇ中　黄桃　　 36.7ｇ

１９日 　　　　① ２０日 　　　　①

②麦ごはん ②黒糖パン 　③ラビオリスープ

エネルギー 小　　 687 kcal 中 　　 887 cal 小　　　 673 kcal 中　　 899kcal

たんぱく質 小　　 28.6 ｇ 中　　  37.3 ｇ 小　　　 27.4 ｇ 中　　 37.2 ｇ

※　各料理は，同じ番号の食品からできています。

いちき串木野市立学校給食センター

月 火 水 木 金
７月の平均栄養量

令和3年度　7月分　学校給食予定献立表

④ぎょうざ
（小1個 中2個）
⑤ゆかりあえ

④五目あえ
⑤のりふりかけ

　　串木野地域の学校給食費
　の引き落としは
　　　　7月分　　8月2日（月）
　　　　8月分　　8月31日（火）
　　　　　　　　　　　になります。

④にがうりとかつお
　のあげがらめ

④ｺﾞﾏﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ
　　　サラダ

④プルコギ丼の具 ④フルーツポンチ ④和風サラダ

④かんぱちの
　　ピリ辛ソースあえ
⑤もやしときゃべつ
　　のﾚﾓﾝ和え

④ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ
⑤ボイルｷｬﾍﾞﾂ

④ホイコーロー ④ホウレンソウ
　とコーンのソテー

④さばの照り焼き
⑤二色なます

　⑤ｾﾚｸﾄﾃﾞｻﾞｰﾄ

小　　　  678kcal 中　　　865 kcal 小　　　 626 kcal 中　　 824 kcal 小　　672 kcal 中　　935 kcal 小　　644 kcal 中　　　834  kcal

  小　　　28.9ｇ   中　　　36.5 ｇ   小　　　　31.0 ｇ   中　　  39.9 ｇ    小　　27.9  ｇ    中　　38.5 g    小　31.7 ｇ    中　　　42.0 ｇ

④ドライカレー
　　まぜる

④とり肉の
　　ﾚﾓﾝソースかけ
⑤ﾎﾞｲﾙﾌﾞﾛｯｺﾘー

　　③肉団子と冬瓜
　　　　　　のスープ

献
　
立

献
　
立

献
　
立

献
　
立

かける かける
⑤マーシャルビンズ

中学生の飲用牛乳は，7月

・9月 は250ccになります。
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エネルギー 小　653Kcal
中　859Kcal  

たんぱく質 小　28.5ｇ
中　37.6ｇ

脂　　　肪 小　27.4％ ②チーズパン ③親子うどん  ②麦ごはん　　　　　　　③炒り豆腐

（エネルギーに対して） 中　26.9％

エネルギー 小　　 600kcal 中　　842kcal 小　　　662 kcal 中　 861kcal

たんぱく質 小　　 31.5ｇ 中　　42.9ｇ 小　  　28.0ｇ 中　 37.2ｇ
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 ②わかめごはん　　　　　　　
③小松菜とあさりの

　みそしる
②コッペパン ③パンプキン
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１２日 　　　　① １３日 　　　　① １４日 　　　　① １５日 　　　　① １６日 　　　　①

　⑥スライスチーズ

②麦ごはん ③かいのこ汁　 ②バーガーパン
③野菜の
　　　　スープ煮 ②麦ごはん

③中華風

　　　　　　ｺｰﾝｽｰﾌﾟ
②レーズンパン

③ﾅｽとﾄﾏﾄ
　　　のｽﾊﾟｹﾞﾃｨ

②麦ごはん　　　　　　　　③みそけんちん汁　　　　　③豚汁

エネルギー 小　パイン661 kcal 中　パイン846 kcal

小　黄桃　671 kcal 中　黄桃 856 kcal

たんぱく質 小　パイン　　28.2 ｇ 中　パイン　36.7 ｇ

小　黄桃　　　 28.2 ｇ中　黄桃　　 36.7ｇ

１９日 　　　　① ２０日 　　　　①

②麦ごはん ②黒糖パン 　③ラビオリスープ

エネルギー 小　　 687 kcal 中 　　 887 cal 小　　　 673 kcal 中　　 899kcal

たんぱく質 小　　 28.6 ｇ 中　　  37.3 ｇ 小　　　 27.4 ｇ 中　　 37.2 ｇ

※　各料理は，同じ番号の食品からできています。

いちき串木野市立学校給食センター

月 火 水 木 金
７月の平均栄養量

令和3年度　7月分　学校給食予定献立表

④ぎょうざ
（小1個 中2個）
⑤ゆかりあえ

④五目あえ
⑤のりふりかけ

主に体つくる
もとになるも

の

①牛乳　③とり肉　たまご　スキムミルク
かまぼこ　油揚げ　わかめ　④ぎょうざ（
ぶた肉　とり肉　大豆粉　植物性たんぱく)

①牛乳　③とり肉　とうふ　スキムミルク
たまご　さつまあげ⑤のり　ひじき粉末
かつお粉末　昆布エキス

主に体の調
子を整えるも

の

　　串木野地域の学校給食費
　の引き落としは
　　　　7月分　　8月2日（月）
　　　　8月分　　8月31日（火）
　　　　　　　　　　　になります。

③きゃべつ　にんじん　深ねぎ　干ししいたけ
④ぎょうざ（きゃべつ　にら　しょうがﾍﾟｰｽﾄ
玉ねぎ）　⑤きゅうり　大根　ゆかり（赤しそ）

③こんにゃく　干ししいたけ　玉ねぎ
にんじん　　ほうれん草　④にんじん
きゅうり　　きゃべつ　コーン　切干大根
つぼ漬け（干大根）

主に熱や力
になるもの

②チーズパン　③うどん　油　④ぎょうざ（豚脂
でんぷん加工食品　さとう　小麦粉　植物油脂
水あめ　ぶどう糖　加工でんぷん）⑤ゆかり
(さとう）

②米　麦　強化米③ごま油　さとう
④つぼ漬け（さとう　米ぬか 果糖ぶどう糖）
ごま　さとう　ごま油　⑤白ごま　でんぷん
小麦胚芽　さとう　黒ごま

④にがうりとかつお
　のあげがらめ

④ｺﾞﾏﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ
　　　サラダ

④プルコギ丼の具 ④フルーツポンチ ④和風サラダ

主に体つくる
もとになるも

の

①牛乳　②わかめ　かつお節調味料
③あさり　生揚げ　とうふ　麦みそ
④かつお腹皮　かつお節

①牛乳　③とり肉　　牛乳　スキムミルク
④ひじき　⑤大豆粉　　脱脂粉乳

①牛乳　③ボンレスハム　④牛肉　コチュジャン ①牛乳　③大豆　ぶた肉　レッドキドニー
ひよこ豆　チーズ　スキムミルク

①牛乳　③ぶた肉　ひよこ豆　スキムミルク
チーズ　④わかめ

主に体の調
子を整えるも

の

③玉ねぎ　小松菜　にんじん　葉ねぎ
しょうが　④にがうり　⑤みかん果汁

③にんじん　玉ねぎ　パセリ　カボチャ
ｶﾎﾞﾁｬﾍﾟｰｽﾄ　④きゃべつ　きゅうり　大根
にんじん　コーン

③玉ねぎ　にんじん　　おくら　えのきだけ
コーン　④しょうが　にんにく　にんじん
玉ねぎ　小松菜　⑤ブルーベリー果汁
レモン果汁　うんしゅうみかん果汁

③にんじん　玉ねぎ　枝豆　ﾄﾏﾄピューレ
にんにく　④みかん缶　もも缶　パイン缶
ぶどうゼリー（ぶどう果汁）

③玉ねぎ　かぼちゃ　なす　ダイストマト
ピーマン　枝豆　プルーンピューレ　しょうが
りんごピューレ　にんにく④コーン　きゅうり
にんじん　きゃべつ　もやし　レモン果汁

主に熱や力
になるもの

②米　強化米　さとう　③じゃがいも
④でんぷん  油　さとう　すりごま

②コッペパン　④ごま　すりごま　　ねりごま
さとう　ごま油　⑤植物油脂　ココアパウダー
ぶどう糖

②米　麦　強化米　③ビーフン　さとう
⑤さとう　ぶどう糖果糖液糖　水あめ
寒天　　粉末油脂

②ミルクパン　③じゃがいも　油
④ナタデココ　ぶどうゼリー（果糖ぶどう液
さとう　果糖）

②米　麦　強化米　③じゃがいも　バター
④ごま　さとう

④かんぱちの
　　ピリ辛ソースあえ
⑤もやしときゃべつ
　　のﾚﾓﾝ和え

④ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ
⑤ボイルｷｬﾍﾞﾂ

④ホイコーロー ④ホウレンソウ
　とコーンのソテー

④さばの照り焼き
⑤二色なます

　⑤ｾﾚｸﾄﾃﾞｻﾞｰﾄ

主に体つくる
もとになるも

の

①牛乳　③大豆　油揚げ　昆布　　麦みそ
④かんぱち　トウバンジャン

①牛乳　③とり肉　ｳｲﾝﾅｰ　④ハンバーグ
（ぶた肉　とり肉　植物性たんぱく)
⑥チーズ

①牛乳　③ベーコン　たまご　スキムミルク
④ぶた肉　生あげ　テンメンジャン
トウバンジャン

①牛乳　③ぶた肉　ひきわり大豆
スキムミルク　チーズ　いか
④ｳｲﾝﾅｰ

①牛乳　③ぶた肉　中あげ　麦みそ
④さば

主に体の調
子を整えるも

の

③かぼちゃ　なす　こんにゃく　葉ねぎ
⑤もやし　きゃべつ　レモン果汁

③にんじん　玉ねぎ　セロリ　きゃべつ
大根　枝豆　にんにく　　④ハンバーグ
（玉ねぎ）　⑤きゃべつ

③玉ねぎ　にんじん　コーン　チンゲン菜
えのきだけ　④きゃべつ　にんにく　しょうが
⑤ｾﾚｸﾄﾃﾞｻﾞｰﾄ（パインまたは黄桃）

③玉ねぎ　なす　トマト　マッシュルーム
ダイストマト　パセリ　にんにく
④ほうれん草　　コーン

③大根　にんじん　ごぼう　こんにゃく
深ねぎ　しょうが　⑤きゅうり　にんじん

主に熱や力
になるもの

②米　麦　強化米　④でんぷん　油　　さとう
ごま油

②バーガーパン　③じゃがいも
④ハンバーグ（でん粉　ぶどう糖加工品
加工油脂　加工でん粉　豚脂
果糖ぶどう糖）　　さとう

②米　麦　強化米　③油　ごま油　でんぷん
④ごま　さとう　ごま油

②レーズンパン　③スパゲティ　オリーブオイル
④油

②米　麦　強化米　③里芋　油
④さとう　⑤さとう

小　　　  678kcal 中　　　865 kcal 小　　　 626 kcal 中　　 824 kcal 小　　672 kcal 中　　935 kcal 小　　644 kcal 中　　　834  kcal

  小　　　28.9ｇ   中　　　36.5 ｇ   小　　　　31.0 ｇ   中　　  39.9 ｇ    小　　27.9  ｇ    中　　38.5 g    小　31.7 ｇ    中　　　42.0 ｇ

④ドライカレー
　　まぜる

④とり肉の
　　ﾚﾓﾝソースかけ
⑤ﾎﾞｲﾙﾌﾞﾛｯｺﾘー

　　③肉団子と冬瓜
　　　　　　のスープ

主に体つくる
もとになるも

の

①牛乳　③ﾐｰﾄﾎﾞｰﾙ（とり肉　ぶた肉
植物性たんぱく）　ベーコン　④ぶた肉
牛肉　ﾚﾝｽﾞﾏﾒ　ひきわり大豆　チーズ

①牛乳　③ラビオリ（小麦たんぱく　ぶた肉）
ｳｲﾝﾅｰ　④とり肉

主に体の調
子を整えるも

の

③しめじ　チンゲン菜　　ﾐｰﾄﾎﾞｰﾙ（玉ねぎ）
玉ねぎ　にんじん　冬瓜　枝豆　④玉ねぎ
にんじん　グリンピース　プルーンピューレ
にんにく　　しょうが

③きゃべつ　玉ねぎ　にんじん　パセリ
ラビオリ（玉ねぎ　オニオンソテー）
④レモン果汁　⑤ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ

主に熱や力
になるもの

②米　麦　強化米　③ﾐｰﾄﾎﾞｰﾙ（でん粉　水あめ
チキンオイル　油）　④油

②黒糖パン　③じゃがいも　油　ラビオリ
（小麦粉　食用油脂　パン粉　加工でんぷん)
④でん粉　油　さとう

献
　
立

献
　
立

献
　
立

献
　
立

かける かける
⑤マーシャルビンズ

中学生の飲用牛乳は，7月

・9月 は250ccになります。


