
月 火 水 木 金
1 2 3 4 カミカミメニュー 5
ごはん ごはん ごはん

ブリカツカレー うまに いわしのかば焼き

野菜サラダ ごますあえ 白玉入りすまし汁

レモンゼリー 紫芋チップス きゅうりのスタミナ漬け

ぶたにく･ぶり･たまご とりにく･ちくわ いわし･とりにく

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

アスパラ･にんじん にんじん･いんげん･ほうれんそう にんじん･みずな･ねぎ

６月予定献立 牛乳は毎日つきます。 献立は都合により変更することもあります。

６月は食育月間です
平成１７年に「食育基本法」が制定・施行され「食育推進基本計画」により、

毎年６月は「食育月間」、１９日は「食育の日」と定められました。
佐伯市では、平成２１年３月に県下初の「食の町作り条例」を制定しました。

この条例には、あらゆる観点から『食』のまち「佐伯市」づくりをすることが
明記されています。

剣崎学校給食センター

平成２７年 ６月

米水津中学校

球技柔剣道市総体

6月給食だより

家庭 アスパラ･にんじん にんじん･いんげん･ほうれんそう にんじん･みずな･ねぎ

たまねぎ･グリンピース･りんご･しょう
が･にんにく･キャベツ･きゅうり

たけのこ･しいたけ･ごぼう･もやし･
キャベツ

しょうが･だいこん･きゅうり･にんに
く

こめ･さとう･じゃがいも･こむぎこ･
パンこ・ゼリー

こめ･じゃがいも･むらさきいも こめ･しらたまもち･さとう･でんぷん

カレーこ･カレールー･サラダゆ ごま･サラダゆ･ごまあぶら あげあぶら･ごまあぶら

8 9 10 11 12
ごはん トリニータ丼 黒砂糖パン ごはん ごはん

あつあげのみそ炒め トマトと卵のスープ ハンバーグ かますのカレーマリネ 鶏すき

バンバンジーサラダ 梅ゆかりあえ キャロットポタージュ じゃがいものみそ汁 春雨サラダ

ブロッコリー ほうれん草ムース
ぶたにく･あつあげ･むぎみそ･とりにく とりにく･ぶたにく･たまご あいびきにく･おから･たまご･とりにく かます･あぶらあげ･こめみそ とりにく･とうふ･ハム

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう・こんぶ ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

にんじん･いんげん にら･トマト･こまつな･にんじん･ゆかり にんじん･パセリ･ブロッコリー ピーマン･あか,きパプリカ･ねぎ にんじん･ねぎ

たけのこ･たまねぎ･しいたけ･きゅう
り･しょうが･にんにく

にんにく･しょうが･たまねぎ･キャベ
ツ･きゅうり･だいこん･うめぼし

たまねぎ･コーン たまねぎ･だいこん
たまねぎ･はくさい･だいこん･きゅう
り･キャベツ

こめ･さとう･はるさめ こめ･さとう･でんぷん パン･パンこ･さとう･でんぷん こめ･こむぎこ･さとう･じゃがいも･ﾑｰｽ こめ･はるさめ･さとう

サラダゆ･ごまあぶら･ピーナッツ あげあぶら･サラダゆ･ごまあぶら サラダゆ カレーこ･あげあぶら サラダゆ･マヨネーズ･ごまあぶら

15 16 17 18 19

明記されています。

食育って何？
食育は、生きる上での基本となるものです。食に関する知識や選択する

能力を取得し、健全な食生活を実践することができるように、食育の推進
が求められています。

子どもたちの食育には、家庭、学校、地域が連携してすすめることが
必要です。ご家庭でのご理解・ご協力をお願いいたします。

丈夫な歯でしっかりかんで食べることは、健康に生活する上でとても大切なことです。
次のようなことを心がけ、歯を丈夫にして、健康に過ごしましょう。

剣崎学校給食センター

平成２７年 ６月

米水津中学校

球技柔剣道市総体

6月給食だより

家庭

学校
地域

15 16 17 18 19
ごはん ごはん くるみパン ごはん ごはん

ししゃものフライ 豚じゃが かぼちゃのチーズ焼き ヘルシーキーマカレー 豆腐ボール甘酢あん

もずくかき玉汁 ちぐさあえ ミネストローネスープ マセドアンサラダ ソース切り干し大根

ゼリー びわ のりつくだに

たまご･とうふ･とりにく ぶたにく･たまご とりにく・ベーコン･ひよこまめ あいびきにく･だいず･ハム とうふ･とりひきにく･ぶたにく

ぎゅうにゅう･もずく･ししゃも ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう･チーズ ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう･のりつくだに

にんじん･ねぎ にんじん･いんげん･ほうれんそう
かぼちゃ･アスパラ･にんじん･パセ
リ･トマト

にんじん にんじん･にら･いんげん

えのき･たまねぎ たまねぎ･キャベツ たまねぎ･キャベツ･セロリ･にんにく
たまねぎ･だいこん･えだまめ･ﾆﾝﾆｸ･ｼｮｳ
ｶﾞ･マｯシｭル-ム･きゅうり･びわ

きりぼしだいこん･たまねぎ･にんに
く･しいたけ

こめ･こむぎこ･パンこ･ゼリー こめ･じゃがいも･さとう･はるさめ パン･じゃがいも こめ･こめこ･じゃがいも･さとう こめ･でんぷん･さとう

あげあぶら ごま･サラダゆ･ごまあぶら マ-ガリン･マヨネーズ･くるみ(パン) サラダゆ･カレーこ･マヨネーズ サラダゆ･あげあぶら

22 23 24 25 26
ごはん 鶏飯 米粉パン ビビンバ丼 ごはん

揚げ魚しょうがみそかけ ツナの落とし揚げ ポークビーンズ キムチスープ 錦たまご

豆腐とにらの卵とじ はんぺん汁 フレンチサラダ メロン かしわ汁

つけもの 冷凍パイン

剣崎学校給食センター

平成２７年 ６月

米水津中学校

球技柔剣道市総体

6月給食だより

家庭

学校
地域

はも・こめみそ･とうふ･たまご･ぶた
ひきにく

とりにく･ツナ･たまご･とりひきに
く･はんぺん･とうふ

ぶたにく･だいず･ハム ぎゅうにく･ぶたにく･とうふ
とりにく･あぶらあげ･たまご･ぶたひ
きにく

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

にら･にんじん にんじん･ねぎ にんじん･トマト ほうれんそう･にんじん・にら にんじん･ねぎ

かむ習慣を付けるために しょうが･たまねぎ にんにく･ごぼう･たまねぎ･しょうが
たまねぎ･えだまめ･コーン･キャベ
ツ･きゅうり･パイン

だいこん･もやし･にんにく･えのき･
きくらげ･キャベツ･キムチ･メロン

はくさい･きくらげ･たまねぎ

こめ･さとう･でんぷん こめ･さとう･でんぷん･パンこ パン･じゃがいも･さとう こめ･さとう こめ･さとう

あげあぶら･ごま･ごまあぶら サラダゆ･あげあぶら サラダゆ サラダゆ･ごまあぶら･ごま サラダゆ

29 30
ごはん ごはん

にらバーグ 新じゃがのそぼろ煮

豆腐のスープ もやしのあえもの

ゆでキャベツ
あいびきにく･たまご･ぶたにく･とうふ とりひきにく たんぱく質

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう 無機質
にんじん・にら･ねぎ にんじん カロテン
たまねぎ･たけのこ･きくらげ･キャベ
ツ

たまねぎ･えだまめ･もやし･きゅう
り･にんにく･しょうが ビタミンC

こめ･さとう･パンこ こめ･じゃがいも･さとう 炭水化物

体を作る食べ物

体の調子を整える食べ物

食事の前には手洗いを
６月は梅雨に入り、じめじめして、細菌が繁殖しやすい

時期です。食中毒などにかからないよう、ていねいに手洗
いをしましょう

剣崎学校給食センター

平成２７年 ６月

米水津中学校

球技柔剣道市総体

6月給食だより

家庭

学校
地域

こめ･さとう･パンこ こめ･じゃがいも･さとう 炭水化物

ごまあぶら･ごま サラダゆ･ごま 脂質
エネルギ-のもとになる食べ物

剣崎学校給食センター

平成２７年 ６月

米水津中学校

球技柔剣道市総体

6月給食だより

家庭

学校
地域


