
1群：たんぱく質 2群：カルシウム 3群：カロテン 4群：ビタミンC 5群：炭水化物 6群：油脂類

魚・肉・卵・大豆製品 牛乳・小魚・海藻 緑黄色野菜 淡色野菜・果物 穀類・いも類・砂糖 油脂類

卵・鶏肉 牛乳・チーズ 人参・パセリ キャベツ パン 菜種油
ツナ・ひよこ豆 生クリーム ブロッコリー 玉ねぎ
おから ヨーグルト ほうれん草
豚肉・厚揚げ 牛乳 人参 玉ねぎ・もやし 米・麦 菜種油
納豆 焼のり ほうれん草 こんにゃく・枝豆 じゃがいも

しょうが 砂糖
ホキ・豆乳 牛乳 人参 玉ねぎ・キャベツ パン 菜種油
鶏肉・ツナ ブロッコリー きゅうり じゃがいも エッグケアマヨネーズ

豆乳クリーム 枝豆
豚肉・豆腐 牛乳 人参・ピーマン 玉ねぎ・冬瓜・ごぼう・なす 米・麦・砂糖 菜種油
油揚げ・赤みそ ねぎ 椎茸・しょうが・にんにく・みかん じゃがいも
厚揚げ・豚肉 牛乳 人参 きゅうり・玉ねぎ 米・麦 菜種油
天ぷら チンゲン菜 たけのこ・きくらげ 砂糖 すりごま

にんにく でん粉 アーモンド
さば・豆腐 牛乳 人参 もやし・玉ねぎ 米・麦 菜種油
竹輪 わかめ ほうれん草 えのきだけ じゃがいも すりごま
合わせみそ しょうが 砂糖・でん粉

鶏肉・厚揚げ 牛乳 人参 キャベツ・こんにゃく 米・麦 菜種油
いわし・ツナ いんげん れんこん・きゅうり 里芋・砂糖 ごま油

ごぼう・かんぴょう・椎茸 いりごま
豆腐・豚肉 牛乳 人参 玉ねぎ・マッシュルーム パン 菜種油
牛肉・大豆 ヨーグルト みかん・パイナップル 野菜ゼリー

黄桃
鶏肉・卵 牛乳 人参 ごぼう 米・麦 エッグケアマヨネーズ

ツナ わかめ いんげん 玉ねぎ うどん いりごま
いりこ ねぎ 椎茸

鶏肉・豆腐 牛乳 人参 れんこん 米・麦 菜種油
かまぼこ わかめ ねぎ えのきだけ 砂糖 マヨネーズ
天ぷら・米みそ 花麩 いりごま
鯛 牛乳 人参 玉ねぎ・キャベツ パン 菜種油
いんげん豆 チーズ ブロッコリー とうもろこし 小麦粉 オリーブ油
鶏肉 生クリーム トマト にんにく 砂糖 バター
豚肉・豆腐 牛乳 人参 なす・玉ねぎ 米・麦 菜種油
赤みそ わかめ ねぎ えのきだけ・枝豆 じゃがいも ごま油

いりこ 椎茸・しょうが・にんにく 砂糖・でん粉

豚肉 牛乳 ブロッコリー 玉ねぎ・キャベツ 小麦粉・砂糖 菜種油
ツナ チーズ ねぎ れんこん スパゲティー アーモンド

しめじ・にんにく ジャム エッグケアマヨネーズ

さんま・大豆 牛乳 人参 玉ねぎ 米・麦 菜種油
天ぷら・油揚げ ひじき ねぎ えのきだけ じゃがいも ごま油
合わせみそ わかめ 砂糖
豆腐・豚肉 牛乳 人参 玉ねぎ・もやし 米・麦 菜種油
ちくわ ニラ たけのこ・しめじ 砂糖 いりごま
ギョウザ 小松菜 しょうが でん粉
豚肉・卵 牛乳 人参 キャベツ パン 菜種油
ミートボール ヨーグルト ほうれん草 玉ねぎ 砂糖
かつお節 とうもろこし
豚肉 牛乳 人参 玉ねぎ・キャベツ 米・麦 菜種油
ツナ きゅうり・とうもろこし じゃがいも オリーブ油

枝豆・しょうが・にんにく 砂糖 カレールウ
さば 牛乳 人参 玉ねぎ 米・麦 菜種油
天ぷら・豆腐 茎わかめ ほうれん草 ごぼう 砂糖
卵 エリンギ でん粉
豚肉・牛肉 牛乳 人参 玉ねぎ パン 菜種油
大豆 チーズ ブロッコリー カリフラワー エッグケアマヨネーズ

ツナ にんにく
鶏肉・油揚げ 牛乳 人参 玉ねぎ・えのきだけ 米・麦 菜種油
かつお節 わかめ ほうれん草 もやし・にんにく でん粉
豆腐・合わせみそ ねぎ しょうが 砂糖

　※材料購入等の都合により、献立を変更することがありますので、ご了承ください。
　※献立内容などのお問い合わせがありましたら、学校へご連絡ください。(092-963-0085)
　※新宮町では、地産地消（住んでいる地域で作られた食材をその地域で消費すること）に取り組んでいます。

　 　給食で使用する食材は、なるべく地元で採れたものを使用しています。９月に使用する予定の主な食材の産地は次のとおりです。

きゅうり 熊本県 もやし 福岡県 いわし 千葉県

なす 熊本県・福岡県 小松菜 福岡県・熊本県
鯛

福岡県（県産品普及推進

事業で、県産の新鮮な鯛

を給食で使用します）
ごぼう 宮崎県・鹿児島県 じゃがいも 北海道

冬瓜 岡山県・愛知県 玉ねぎ 北海道

チンゲン菜 熊本県・福岡県 葉ねぎ 福岡県 人参 北海道・九州地方

キャベツ 群馬県・熊本県 根深ねぎ 大分県・北海道 さば ノルウェー

30 水 ○ 麦ごはん

種類 主な産地 種類 主な産地 種類

野菜のおかか和え
みそ汁

主な産地

810 30.0 26.8

786 31.8

28 月 ○ 麦ごはん
さばの塩焼き

29 火 ○
背割り

コッペパン

茎わかめのきんぴら 810 30.1

チリコンカン
かきたま汁

34.1

29.4

鶏の唐揚げ

ツナとカリフラワーのサラダ

24 木 ○ 黒糖パン
お好み焼き
ミートボールスープ
ぶどうヨーグルト

795 27.025 金 ○ 麦ごはん
カレーライス
キャベツのサラダ

18 金 ○ 麦ごはん

23 水 ○ 麦ごはん
豆腐とニラの中華煮
もやしのごま醤油和え
焼ギョウザ

さんまの塩焼き
ひじきの炒め煮
みそ汁

16 水 ○ 麦ごはん
なすとじゃがいもの麻婆煮

17 木 ○
ブルーベリー

ジャムとチーズ

の蒸しパン

わかめスープ
いりこ
豚肉とキャベツのペペロンチーノ

れんこんサラダ

15 火 ○ チーズパン

鯛のトマトソース
キャベツとコーンのサラダ
キャロットポタージュ

775 34.314 月 ○ 麦ごはん
鶏肉の味噌マヨネーズ焼
れんこんのきんぴら
すまし汁

21.2

813 38.5 34.6
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使われている食品と体内での主な働き

熱量

（kcal)

たんぱく質

（ｇ）

脂肪

（ｇ）

主に体の組織をつくる 主に体の調子を整える 主にエネルギーになる

1 火 ○ ぶどうパン
おからキッシュ

818 34.9 32.2ひよこ豆のカレースープ
ヨーグルト

2 水 ○ 麦ごはん
肉じゃが

18.730.0788磯香和え
納豆

3 木 ○ セルフサンド

ホキフライ
33.332.9795ツナサラダ

豆乳クリームシチュー

789

826 30.7 27.5

28.7 21.4
冷凍みかん

7 月 ○ 麦ごはん
厚揚げの中華煮
天ぷらごま酢
一食アーモンド

8 火 ○ 麦ごはん
さばの蒲焼き風

4 金 ○ 肉みそ丼
けんちん汁

20.6

ごま和え
みそ汁

9 水 ○ 麦ごはん
筑前煮

876 29.3 33.6

いわしの梅煮
かんぴょうサラダ

10 木 ○
ワンローフ

パン

豆腐のミートソース煮

803 32.0

777 28.5 23.4

フルーツヨーグルト

11 金 ○
わかめご

飯

親子うどん
ごぼうサラダ
いりこ

804 32.0 28.2

一食チーズ

827 30.6 27.4

821 28.7 28.6

795 29.0 25.6

823 28.3 24.5

837 33.6 29.1

22.3

給食目標：健康的な生活リズムを考えよう

早寝・早起き・朝ご飯を実行できていますか？生活リズム

をととのえて、毎日元気に過ごしましょう。


