
栄養価・小 栄養価・中
エネルギー(kcal) エネルギー(kcal)
たんぱく質　(g) たんぱく質　(g)

血や筋肉や骨になる 体の調子を整える 熱や力になる 脂　　　質　(g) 脂　　　質　(g)
など (たんぱく質・カルシウム) (ビタミン・ミネラル) (炭水化物・脂質) 塩　　　分　(g) 塩　　　分　(g)

ポークカレー（麦ごはん）　　 牛乳　豚肉 にんじん　アスパラガス　たまねぎ　 ごはん　大麦　サラダ油 772 959
アスパラガスのサラダ(和風ドレッシング） にんにく　りんご　とうもろこし じゃがいも　チョコクレープ 21.6 25.7
チョコクレープ グリンピース　きゅうり 26.2 29.6

  2.6   3.0
ちらし寿司(手巻きのり） 牛乳　鶏卵　かつお節 にんじん　なのはな　はくさい　 ごはん　砂糖　でん粉 547 681
サブローの卵焼き ささかまぼこ　なると まいたけ　ねぎ はるさめ 20.2 23.5
菜の花のおかか和え のり まいたけ 12.7 13.4
大和町産舞茸のすまし汁   2.8   3.4
米粉フォカッチャ 牛乳　ベーコン　かつお節 にんじん　たまねぎ　えのきたけ 米粉フォカッチャ　バター　三温糖 600 763
ハンバーグきのこソース 豚肉　鶏肉　 しめじ　キャベツ　きゅうり　セロリー サラダ油　じゃがいも　マカロニ 26.0 33.2
ゆで野菜のサラダ(クリーミーコーンドレッシング） かぶ クリーミーコーンドレッシング 23.3 28.5
ABCコンソメスープ   3.0   3.8
ごはん　 牛乳　さば　みそ にんじん　ごぼう　ほししいたけ　 ごはん　でん粉　砂糖 728 936
さばのみそ煮 ハム　豚肉 ねぎ　はくさい ごま　ごま油　サラダ油 24.4 31.0
ごぼうサラダ はるさめ　エッグフリーマヨネーズ 26.1 32.6
春雨スープ　　ぶどうゼリー ぶどうゼリー   2.5   3.2
ごはん 牛乳　豚肉　鶏肉　大豆 にんじん　さやいんげん　たまねぎ ごはん　三温糖　サラダ油 732 924
豚肉の甘辛煮 がんもどき　煮干し　みそ ごぼう　グリンピース　しょうが さといも 34.3 41.9
五目豆 チーズ たけのこ　だいこん　ねぎ 23.4 27.1
根菜汁　　　角チーズ   3.3   4.0
ごはん 牛乳　鶏肉　煮干し にんじん　ほうれんそう　ねぎ ごはん　オリーブ油　三温糖 610 775
鶏肉のマーマレードソース みそ　豆腐　油揚げ れんこん　しょうが　にんにく ごま　サラダ油 28.9 35.2
れんこんきんぴら マーマレード 17.1 19.8
ほうれん草みそ汁   2.0   2.5
ごはん 牛乳　鶏肉　豚肉 にんじん　ごぼう　たまねぎ ごはん　じゃがいも　バター 672 866
きんぴら肉団子（小2個，中3個） 凍り豆腐　油揚げ　ベーコン とうもろこし　だいこん　ごぼう ごま　砂糖 22.3 28.0
カラフルポテト ねぎ　えだまめ 19.8 24.1
ひきな汁　　お茶プリン   2.2   2.9
金時豆パン 牛乳　ささかま　豚肉 こまつな　もやし　しょうが　 金時豆パン　米ぬか油　三温糖 633 791
鶴巣産行者菜(ぎょうじゃな)入り揚げ餃子(2個・パックしょうゆ） なると にんじん　キャベツ　メンマ サラダ油　中華麺　ごま油 22.2 26.9
小松菜のごま和え とうもろこし　ねぎ　ぎょうじゃな 小麦粉　オリゴ糖　でん粉 25.0 28.6
みそラーメン たまねぎ 米ぬか油   3.5   4.6
ごはん　　かむふりかけ 牛乳　さんま　ハム にんじん　きゅうり　だいこん ごはん　水あめ　砂糖　でん粉 614 782
さんまの甘露煮 豚肉　みそ　豆腐 ごぼう　ねぎ 24.1 29.2
春雨サラダ 18.5 21.7
豚汁   1.9   2.2
中華丼（麦ごはん） 牛乳　豚肉　いか　えび にんじん　にんにく　しょうが ごはん　大麦　サラダ油 708 902
フルーツポンチ うずら卵　チーズ ほししいたけ　たまねぎ　たけのこ 三温糖　ごま油　でん粉　砂糖 26.1 31.9
とっとチーズ はくさい　もやし　グリンピース じゃがいも　カクテルゼリー 18.9 22.0

みかん　りんご   2.1   2.7
＊  牛乳は，毎日つきます。
＊　太字は町内産や県内産の食材です。感謝して残さず食べましょう。 772 平 　均 （ 基　準 ） 小学校 中学校

＊　都合により献立を変更する場合があります。 エネルギー （Kcal） 662(651) 838(830)
＊　スプーンの欄に◎がついている日は，給食センターよりスプーンがつきます。 たんぱく質     （ｇ） 25.1(21.2) 30.6(27.0)

脂         質     （ｇ） 21.1(14.5) 24.8(18.4)
塩         分     （ｇ） 2.6(2.2) 3.2(2.5)

ス
プ
ー
ン

13

21 木

5

7

8

11

4

大和町学校給食センター　
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令和2年度　５月の学校給食予定献立表
黄の食べ物

学校　学年

赤の食べ物 緑の食べ物

　　　　　　5月1日(水)～5月6日（水）までは，臨時休校のため給食はありません
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5月7日(木)～5月15日（金）までは，給食はありません
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今月の地場産品

☆町内産：米，しいたけ，
まいたけ，
行者菜

（ぎょうじゃな）

☆県内産：大麦，大豆，
豚肉，
きゅうり

顔見えて
安心・安全

地産地消


