
　あ か　：からだの血
ち

や肉
に く

・骨
ほね

になるしょくひん

　みどり ：からだのちょうしをととのえるしょくひん

　　き　  ：からだのねつやちからになるしょくひん

数量 栄養三色 数量 栄養三色 数量 栄養三色 数量 栄養三色

しろごはん パン しろごはん むぎごはん
こめ★ 80 き パン★ 50 き こめ★ 80 き こめ★ 72 き

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう むぎ 8 き
ぎゅうにゅう 206 あか ぎゅうにゅう 206 あか ぎゅうにゅう 206 あか ぎゅうにゅう

にくじゃが さけのマリネ マーボーどうふ ぎゅうにゅう 206 あか
ぎゅうにく 20 あか さけのでんぷんつき 50 あか とうふ 70 あか ハヤシライス
じゃがいも 60 き あぶら 5 き ぶたひきにく 20 あか ぶたにく 15 あか
たまねぎ★ 55 みどり たまねぎ★ 25 みどり たまねぎ★ 60 みどり たまねぎ★ 60 みどり
いとこんにゃく★ 20 き あかピーマン 5 みどり にんじん 15 みどり じゃがいも 30 き
にんじん 15 みどり ピーマン 5 みどり たけのこ 10 みどり にんじん 15 みどり
さやいんげん 10 みどり す 4 にら 8 みどり マッシュルーム 8 みどり
こいくちしょうゆ★ 3 さとう 3 き ほししいたけ 0.7 みどり えだまめ 5 みどり
みりん 1.5 うすくちしょうゆ★ 3 つちしょうが 0.5 みどり ハヤシフレーク 10 き
さとう 1.5 き みりん 2 にんにく 0.3 みどり デミグラスソース 3 き
だしのもと 0.5 コンソメスープ みそ 3 あか コンソメ 1.5
りょうりしゅ 0.5 ベーコン 15 あか あかみそ 3 あか あぶら 0.5 き
あぶら 0.3 き キャベツ 35 みどり こいくちしょうゆ★ 1 こしょう 0.01

じゃこピーマン じゃがいも 20 き りょうりしゅ 1 かいそうサラダ
ピーマン 15 みどり エリンギ 8 みどり さとう 0.7 き キャベツ 40 みどり
ちりめんじゃこ 7 あか にんじん 8 みどり でんぷん 0.7 き コーン 10 みどり
きりぼしだいこん 3 みどり コンソメ 1 ちゅうかスープ 0.5 くきわかめ 8 あか
みりん 1 うすくちしょうゆ★ 0.8 ごまあぶら 0.3 き わふうドレッシング 7 き
うすくちしょうゆ★ 0.8 あぶら 0.3 き トウバンジャン 0.2
さとう 0.6 き こしょう 0.01 しゅうまい
りょうりしゅ 0.5 しゅうまい 60 あか
あぶら 0.2 き

数量 栄養三色 数量 栄養三色 数量 栄養三色 数量 栄養三色

ひじきごはん しろごはん こめこパン しろごはん
アルファかまい 55 き こめ★ 80 き こめこパン★ 50 き こめ★ 80 き
もちごめ 5 き ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう
とりにく 12 あか ぎゅうにゅう 206 あか ぎゅうにゅう 206 あか ぎゅうにゅう 206 あか
たけのこ 8 みどり いわしのおかかに なすのチリソースいため ガパオライス（たまごなし）
にんじん 7 みどり いわしのおかかに 50 あか とりにく 30 あか ぶたにく 30 あか
えだまめ 6 みどり すきやき なす（広陵町産） 35 みどり たまねぎ★ 40 みどり
ひじき 2.5 あか ぎゅうにく 10 あか あぶら 3 き ピーマン 7 みどり
うすくちしょうゆ★ 1.3 はくさい 70 みどり しろねぎ 2 みどり あかピーマン 6 みどり
だしパック 1 たまねぎ★ 30 みどり トマトケチャップ 12 きピーマン 6 みどり
あぶら 0.5 き やきどうふ 30 あか さとう 1.5 き オイスターソース 2
しお 0.2 いとこんにゃく★ 20 き うすくちしょうゆ★ 1.5 ナンプラー 1.5

ぎゅうにゅう しろねぎ 7 みどり みりん 0.8 さとう 1.2 き
ぎゅうにゅう 206 あか えのきたけ 5 みどり トウバンジャン 0.1 うすくちしょうゆ★ 0.5

あつやきたまご にんじん 5 みどり ちゅうかスープ あぶら 0.3 き
あつやきたまご 60 あか しいたけ 5 みどり ポークウインナー 12 あか こしょう 0.01

たなばたじる こいくちしょうゆ★ 3 たまねぎ★ 35 みどり クイッティオスープ
そうめん★ 8 き さとう 2 き じゃがいも 20 き クイッティオ 12 き
あぶらあげ★ 5 あか りょうりしゅ 0.5 こまつな 15 みどり ベーコン 10 あか
えのきたけ 10 みどり だしのもと 0.2 にんじん 10 みどり だいこん 20 みどり
オクラ 10 みどり あぶら 0.2 き しいたけ 5 みどり チンゲンサイ 15 みどり
だしパック 3 ちゅうかスープ 1.5 にんじん 8 みどり
うすくちしょうゆ★ 2.5 うすくちしょうゆ★ 1.5 しいたけ 6 みどり
みりん 2 あぶら 0.3 き チキンスープ 1.5

ももゼリー ミルメーク（コーヒー） うすくちしょうゆ★ 1
ももゼリー 70 みどり ミルメーク 5 き あぶら 0.3 き

こしょう 0.01

数量 栄養三色 数量 栄養三色 数量 栄養三色 数量 栄養三色

とうもろこしごはん パン しろごはん パン
アルファかまい 54 き パン★ 50 き こめ★ 80 き パン★ 50 き
もちごめ 6 き ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう
とうもろこし 15 みどり ぎゅうにゅう 206 あか ぎゅうにゅう 206 あか ぎゅうにゅう 206 あか
えだまめ 5 みどり ぶたしゃぶ ちくぜんに はっぽうさい
うすくちしょうゆ★ 2 ぶたにく 35 あか とりにく 12 あか ぶたにく 15 あか
しお 0.5 いりごま 1 き あつあげ 15 あか はくさい 85 みどり
あぶら 0.5 き こいくちしょうゆ★ 3 さといも 30 き たまねぎ★ 40 みどり
こんぶ 0.1 あか す 3 だいこん 25 みどり チンゲンサイ 10 みどり

ぎゅうにゅう みりん 2 ごぼう 20 みどり にんじん 5 みどり
ぎゅうにゅう 206 あか さとう 1 き にんじん 15 みどり つちしょうが 0.7 みどり

さんまのかばやき あぶら 0.5 き こんにゃく★ 15 き ほししいたけ 0.5 みどり
さんまのひらきでんぷんつき 30 あか とうがんスープ しいたけ 7 みどり うすくちしょうゆ★ 2
あぶら 3 き とうがん 30 みどり えだまめ 5 みどり りょうりしゅ 1.5
こいくちしょうゆ★ 2 とうふ 25 あか こいくちしょうゆ★ 3 ちゅうかスープ 1
さとう 1 き たまねぎ★ 20 みどり さとう 2 き オイスターソース 1
みりん 0.8 ベーコン 10 あか みりん 0.8 でんぷん 1 き

かきたまじる にんじん 7 みどり だしのもと 0.5 あぶら 0.5 き
たまご★ 20 あか しいたけ 5 みどり あぶら 0.2 き こしょう 0.02
とうふ 20 あか あおねぎ★ 5 みどり いかてんのなんばんづけ にくだんご
だいこん 30 みどり うすくちしょうゆ★ 2 いかのてんぷら 40 あか にくだんご 80 あか
たまねぎ★ 25 みどり ちゅうかスープ 1.2 あぶら 4 き
にんじん 8 みどり つちしょうが 0.7 みどり す 3
しめじ 8 みどり あぶら 0.3 き さとう 3 き
あおねぎ★ 6 みどり こしょう 0.01 こいくちしょうゆ★ 2
だしパック 3 あすかルビーのいちごジャム
うすくちしょうゆ★ 2 いちごジャム★ 10 き
でんぷん 1 き

　　　献立名 　　　献立名 　　　献立名 　　　献立名

７日（火）　 ８日(水) ９日(木) １０日(金）

栄
養
三
色

１日（水） ２日（木） ３日（金） ６日（月）

７月　きゅうしょくこんだてひょう

　　　献立名 　　　献立名 　　　献立名 　　　献立名

１３日(月) １４日(火) １５日(水) １６日(木)
　　　献立名 　　　献立名 　　　献立名 　　　献立名



数量 栄養三色 数量 栄養三色 数量 栄養三色 数量 栄養三色

しろごはん しろごはん うめごはん むぎごはん
こめ★ 80 き こめ★ 80 き アルファかまい 65 き こめ★ 72 き

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう もちごめ 7 き むぎ 8 き
ぎゅうにゅう 206 あか ぎゅうにゅう 206 あか かんそううめ 3 みどり ぎゅうにゅう

ぶたにくとキムチのいためもの タマナーチャンプル あぶら 0.5 き ぎゅうにゅう 206 あか
ぶたにく 25 あか キャベツ 30 みどり ぎゅうにゅう なつやさいカレー
はくさい 40 みどり たまねぎ★ 30 みどり ぎゅうにゅう 206 あか とりにく 20 あか
だいこんキムチ★ 20 みどり たまご★ 15 あか あじのまつばフライ たまねぎ★ 55 みどり
にら 8 みどり ベーコン 8 あか あじのまつばフライ 40 あか なす（広陵町産） 25 みどり
にんにく 0.2 みどり しめじ 7 みどり あぶら 4 き かぼちゃ 25 みどり
つちしょうが 0.2 みどり こいくちしょうゆ★ 1.5 さわにわん じゃがいも 15 き
さとう 1 き さとう 1 き ぶたにく 18 あか カットトマト 15 みどり
こいくちしょうゆ★ 1 みりん 0.3 だいこん 25 みどり ズッキーニ 10 みどり
りょうりしゅ 1 あぶら 0.3 き たまねぎ★ 15 みどり えだまめ 5 みどり
あぶら 0.5 き イナムドゥチ ごぼう 15 みどり にんにく 0.5 みどり

わかめスープ だいこん 35 みどり しろねぎ 7 みどり つちしょうが 0.5 みどり
だいこん 30 みどり ぶたにく 15 あか にんじん 5 みどり カレールウ 7 き
とうふ★ 25 あか かまぼこ 10 あか ほししいたけ 1 みどり カレーフレーク 7 き
とりにく 15 あか こんにゃく★ 10 き だしパック 3 トマトケチャップ 2
にんじん 10 みどり にんじん 8 みどり うすくちしょうゆ★ 3 コンソメ 1
しめじ★ 8 みどり あおねぎ★ 5 みどり りょうりしゅ 1 ウスターソース 0.5
あおねぎ★ 5 みどり しろみそ 10 あか みりん 1 スイートワイン 0.5
かんそうわかめ 0.8 あか だしパック 2 あぶら 0.3 き あぶら 2.5 き
ちゅうかスープ 1 りょうりしゅ 0.5 カレーこ 0.02
うすくちしょうゆ★ 0.5 こしょう 0.02
こしょう 0.01 チンゲンサイのソテー

チンゲンサイ 40 みどり
コーン 10 みどり
しめじ 8 みどり
あぶら 0.5 き
コンソメ 0.5
しお 0.1
こしょう 0.01

数量 栄養三色 数量 栄養三色 数量 栄養三色 数量 栄養三色

しろごはん パン わかめごはん こめこパン
こめ★ 80 き パン★ 50 き アルファかまい 64 き こめこパン★ 50 き

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう もちごめ 6 き ぎゅうにゅう
ぎゅうにゅう 206 あか ぎゅうにゅう 206 あか わかめごはんのもと 2.3 あか ぎゅうにゅう 206 あか

さばのしょうがに ジャージャーめん あぶら 0.5 き しろみざかなフライ
さば 40 あか スパゲティ 28 き ぎゅうにゅう しろみざかなフライ 50 あか
つちしょうが 3 みどり ぶたひきにく 20 あか ぎゅうにゅう 206 あか あぶら 5 き
こいくちしょうゆ★ 4 たまねぎ★ 45 みどり れんこんのピリッといため ミネストローネ
りょうりしゅ 4 ひきわりだいず 10 あか れんこん 30 みどり ベーコン 15 あか
みりん 3 たけのこ 10 みどり ぶたにく 15 あか たまねぎ★ 65 みどり
さとう 1 き にら 10 みどり つきこんにゃく★ 10 き じゃがいも 25 き

こうやどうふのにもの ほししいたけ 1 みどり にんじん 7 みどり カットトマト 15 みどり
とりにく 15 あか にんにく 0.5 みどり みそ 1.5 あか にんじん 10 みどり
こうやとうふ 10 あか つちしょうが 0.5 みどり りょうりしゅ 1 セロリ 7 みどり
たまねぎ★ 35 みどり あかみそ 7 あか さとう 1 き だいず 7 あか
じゃがいも 30 き でんぷん 2 き こいくちしょうゆ★ 0.8 トマトケチャップ 7
にんじん 10 みどり こいくちしょうゆ★ 1.5 あぶら 0.2 き おおむぎ 3 き
グリンピース 5 みどり ちゅうかスープ 1.2 いちみとうがらし 0.01 コンソメ 1.5
ほししいたけ 0.5 みどり りょうりしゅ 0.5 あすかじる うすくちしょうゆ★ 1
こいくちしょうゆ★ 3 あぶら 0.5 き とりにく 25 あか にんにく 0.3 みどり
だしパック 2 あんにんどうふ とうふ 25 あか さとう 0.2 き
さとう 1.5 き みかんシロップづけ 20 みどり はくさい 60 みどり あぶら 0.2 き
みりん 0.8 とうにゅうゼリー 25 き ぎゅうにゅう 15 あか こしょう 0.01
あぶら 0.3 き パインシロップづけ 15 みどり しろねぎ 15 みどり

しゅんぎく 10 みどり
しめじ 8 みどり
にんじん 8 みどり
つちしょうが 1.5 みどり
みそ 7 あか
だしパック 2
りょうりしゅ 1
こいくちしょうゆ★ 0.5
あぶら 0.3 き

数量 栄養三色

しろごはん
こめ★ 80 き

ぎゅうにゅう
ぎゅうにゅう 206 あか

スタミナなっとう
とりひきにく 25 あか
ひきわりなっとう 15 あか
あおねぎ★ 5 みどり
ごまあぶら 2 き
こいくちしょうゆ★ 2.5
つちしょうが 1.2 みどり
にんにく 1.2 みどり
りょうりしゅ 1
さとう 0.6 き
いちみとうがらし 0.01

かぼちゃのみそしる
たまねぎ★ 35 みどり
かぼちゃ 30 みどり
とうふ 25 あか
えのきたけ 8 みどり
あおねぎ★ 5 みどり
みそ 8 あか
だしパック 2

ふじさんゼリー
ふじさんゼリー 70 き

  「★」…奈良県
ならけん

産
さん

または奈良
なら

県内
けんない

で製造
せいぞう

された食材
しょくざい

    　「　 　　」…広陵町
こうりょうちょう

または広陵町内
こうりょうちょうない

で製造
せいぞう

された食材
しょくざい

３１日(金)　ふるさと給食（鳥取県）
　　　献立名

　　　献立名 　　　献立名

２７日（月）　 ２８日(火) ２９日(水) ３０日(木）
　　　献立名 　　　献立名 　　　献立名 　　　献立名

１７日（金）　ならの日 ２０日（月） ２１日（火） ２２日（水）
　　　献立名 　　　献立名

えいようりょう（月平均）
エネルギー たんぱくしつ カルシウム

６１４kcal ２３．５g ３３９mg
令和２年 広陵町教育委員会事務局教育総務課

はしを家庭から持参することは自由です。

献立は都合により変更する場合があります。

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

奈
な

良
ら

の日
ひ

 ７月
がつ

１７日
にち

（金
きん

） 

～私
わたし

たちの地
じ

元
もと

、奈
な

良
ら

県
けん

の食
しょく

材
ざい

を食
た

べよう～ 

 

●しろごはん ・・・奈
な

良
ら

県
けん

産
さん

の｢ヒノヒカリ｣を使
つか

っています 

●ぎゅうにゅう 

●ぶたにくとキムチのいためもの・・・奈良
な ら

県
けん

で作
つく

られた大
だい

根
こん

を使用
し よ う

した

「大根
だいこん

キムチ」を使
つか

っています。 

●わかめスープ・・・奈
な

良
ら

県
けん

産
さん

の｢豆腐
と う ふ

｣「しめじ」｢青
あお

ねぎ｣を使
つか

っています。 


