
【1群】

肉・魚・たまご

豆・豆製品

【2群】

牛乳・乳製品

小魚・海藻類

【3群】

緑黄色野菜

【4群】

その他の野菜

きのこ類・果物

【5群】

穀類

いも類・砂糖

【6群】

種実類

油脂

ごはん　ひじきふりかけ　ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう　ひじき ごはん　さとう ごま

さんまのオレンジに さんま オレンジ さとう

たれつきパックとうふ とうふ

みそしる みそ　あぶらあげ にんじん たまねぎ　キャベツ　ねぎ　しめじ

こくとうパン　マーガリン　　ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう こくとうパン マーガリン

ミートソースオムレツ たまご　とりにく たまねぎ

コンソメスープ ベーコン ほうれんそう　にんじん たまねぎ　とうもろこし

フルーツナタデココ りんご　パインアップル　もも　ナタデココ さとう

ごはん　ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう ごはん

にくだんご（3，4） とりにく たまねぎ パンこ

れんこんサラダ だいず ひじき にんじん れんこん さとう ごま

すいとんじる ぶたにく　あぶらあげ　なると にんじん だいこん　ねぎ　しいたけ こむぎこ

チキンカツバーガー（バーガーパン　チキンカツ　ソース） とりにく バーガーパン　パンこ

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

きのことやさいのソテー ウインナー こまつな　あかピーマン しめじ　エリンギ　たまねぎ あぶら

わかめスープ とうふ わかめ にんじん ねぎ ごま　ごまあぶら

ポークカレーライス（ごはん　ポークカレー） ぶたにく にんじん たまねぎ　りんご　にんにく ごはん　じゃがいも あぶら

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

ふくじんづけ だいこん　なす　れんこん さとう

フルーツしらたまオレンジジュースあえ みかん　りんご　パインアップル　もも もちごめ　さとう

ごはん　ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう ごはん

さけのしおやき さけ

すましじる とりにく　かまぼこ わかめ にんじん しめじ　ねぎ

ごぶづけ　レモンソーダゼリー わかめ にんじん だいこん　レモン さとう

さしまちゃコッペパン　いちごジャム　ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう さしまちゃコッペパン　ジャム

ポテトとやさいのソテー ベーコン にんじん たまねぎ　とうもろこし　グリンピース じゃがいも あぶら

とりにくとまめのサラダ　シーザードレッシング とりにく　ひよこまめ　レッドキドニー チーズ ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ

やさいスープ かにふうみかまぼこ にんじん　ほうれんそう えのきたけ　たまねぎ

ごはん　ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう ごはん

ぶたにくのしょうがいため ぶたにく にんじん　あかピーマン　にら たまねぎ　エリンギ　きピーマン　しょうが あぶら

だいこんのそぼろに とりにく だいこん さとう

みそしる みそ にんじん　こまつな ねぎ ふ

ハムソテーサンド（バーガーパン　ハムソテー　パックケチャップ） ロースハム バーガーパン

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

マカロニスープ ベーコン にんじん　ブロッコリー たまねぎ マカロニ あぶら

フルーツゼリーあえ りんご　パインアップル　もも さとう

ごはん　ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう ごはん

とりにくのあまからやき とりにく にんにく さとう ごま

もやしのナムル にんじん もやし　わらび　ぜんまい ごまあぶら

えびだんごスープ すりみ　えび にんじん　チンゲンサイ たけのこ　しいたけ　ねぎ こむぎこ

ごはん　とりそぼろ　ぎゅうにゅう とりにく ぎゅうにゅう ごはん　さとう

あつやきたまご たまご さとう

メイシャントンのとんじる ぶたにく　とうふ　みそ　 にんじん たまねぎ　だいこん　ねぎ　ごぼう じゃがいも あぶら

きゅうりのつけもの きゅうり さとう

実施回数　11回

31 月

630 23.0

711 24.8

28 金

658 30.5

740 32.5

27 木

650 22.6

712 24.2

26 水

596 22.5

685 24.8

25 火

659 25.2

729 27.8

24 月

704 29.6

787 31.5

21 金

734 20.4

836 22.5

20 木

582 25.3

640 27.0

19 水

684 26.2

774 28.0

18 火

540 18.6

579 19.7

17 月

653 25.4

730 26.9

たんぱく質

(ｇ)

日 曜 こ　ん　だ　て　名

お　　も　　な　　材　　料 栄養価

おもに体をつくる おもに体の調子を整える おもに エネルギーになる

エネルギー

(kcal)

令和2年度 境町立学校給食センター

●物資の都合により，献立内容が変更になる場合もあります

●この献立表に記載されている食品は，主な材料で，調味料やハンバーグ，春巻きなどの加工品に含まれるアレルゲン等，使用食品のすべては記載しておりません。

●25日に使用する「さしま茶」，31日に使用する「梅山豚」は境町産です。

●今月使用する，チンゲンサイ，ねぎ，にんじんは茨城県産を使用する予定です。

※献立表は，壁や冷蔵庫など目につくところに貼って活用してください。

※献立表・給食だよりは，町ホームページに掲載しています。(http：//www.town.sakai.ibaraki.jp)

エネルギーとたんぱく質は，

上段→小学校 中学年

（３，４年生）

下段→中学生の量になります。

境町特産

さしま茶使用

境町特産

メイシャントン使用

新型コロナウイルスの世界的な流行が収まるまで,私たちは感染防止の基本で
ある「人との距離の確保」「せっけんでの手洗い」「マスク」,そして「3密（密集・密
接、密閉）」を避けるといった,「新しい生活様式」で過ごすことが求められています。
しかし,これから暑い夏を迎え,熱中症も心配です。「新しい生活様式」での熱中
症予防のための行動のポイントを紹介します。

エアコンを利用しよう。感染症の予防のため換気扇や

窓を開けることで換気も確保（2ヵ所開ける）。涼しい

服装をし,急に暑くなった日はとくに注意しよう。

のどが乾く前に水か麦茶でこまめに水分補

給をしよう。一度にたくさん汗をかいたときは,

スポーツドリンクや経口補水液を活用しよう。

マスクをしているときは,力仕事や運動は避け

よう。周りの人との距離を十分に取れる場所

で,ときどきマスクを外して休憩しよう。

日ごろから体温測定

して健康状態をチェック

しよう。毎朝,体重を量

るのもおすすめ。体重が

急に減っていたら脱水を

疑おう。体調が悪いと感

じたときは無理をせず,

家でしっかり休もう。
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