
丹波山村
学校給食センター
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たいのしょうゆこうじやき あぶらあげ さとう

しんじゃがとひじきのにもの みそ ゼリー

こまつなのみそしる

ふじさんゼリー

ごもくたまごやき たこ　たまご ぎゅうにゅう にんじん しょうが　キャベツ こめ　むぎ あぶら

いそかあえ みそ　とりにく のり　わかめ ほうれんそう しいたけ　もやし ゼリーのもと

あつあげのみそしる あつあげ たまねぎ　えだまめ さとう

ピーチゼリー あぶらあげ こねぎ

ゴーヤチャンプルー たまご　ハム ぎゅうにゅう ミニトマト もやし　きゅうり ちゅうかめん ごまあぶら

もものマフィン ぶたにく ゴーヤ もも はちみつ あぶら

とうふ さとう

ミックスこ

ウインナー ぎゅうにゅう にんじん レモン　たまねぎ しょくパン バター

スパイシーポトフ とりにく こざかな トマト キャベツ　セロリ はちみつ オリーブゆ

なつやさいのラタトゥイユ チーズ パプリカ にんにく　なす じゃがいも

とっとチーズ ズッキーニ
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ごま
あぶら

あまのがわじる たまご オクラ コロッケ

おほしさまコロッケ とうふ ナタデココ ゼリーのもと

たなばたゼリー みかん

ぶたにく ぎゅうにゅう ピーマン たまねぎ こめ　むぎ バター

ピーマンのにくづめ とりにく にんじん きりぼしだいこん こむぎこ あぶら

きりぼしだいこんのソテー ベーコン モロヘイヤ いんげん パンこ

モロヘイヤのみそしる とうふ えのき　ねぎ じゃがいも

オレンジ みそ オレンジ さとう

とりにく ぎゅうにゅう ピーマン にんにく　バジル パン オリーブゆ

バジルチキン or ホキ こなチーズ トマト しょうが　にんにく こむぎこ あぶら

しろみざかなのサクサクあげ ミートソース にんじん たまねぎ　だいこん コーンフレーク マーガリン

イタリアンソテー ベーコン セロリ　しめじ パンこ

ジュリエンヌスープ こおりどうふ えのき　キャベツ マカロニ

すいか すいか

ちゅうかスープ ぶたにく ぎゅうにゅう にんじん しょうが　にんにく こめ　むぎ あぶら

とうもろこし こおりどうふ くきわかめ ねぎ　たまねぎ かたくりこ ごまあぶら

あんにんどうふ みそ たけのこ　しいたけ あんにんどうふのもと

　ブルーベリーソース とうもろこし なす　えのき

ブルーベリー チンゲンサイ

メルルーサ ぎゅうにゅう ブロッコリー しょうが　にんにく パン あぶら

フィッシュフライ たまご パプリカ キャベツ　きゅうり こむぎこ タルタルソース

カラフルサラダ ぶたにく にんじん たまねぎ さとう ドレッシング

ポークビーンズふうスープ いんげんまめ トマト マッシュルーム プリン

プリン

ぶたにく ぎゅうにゅう にんじん たまねぎ　しめじ パン　さとう オリーブゆ

ミートボールのクリームに とりにく スキムミルク パセリ きゅうり　すもも パンこ

ピクルスふうサラダ とうふ カリフラワー じゃがいも

すもも ヤングコーン ホワイトルウ

とりにく ぎゅうにゅう ブロッコリー たまねぎ　しょうが こめ　むぎ ごまあぶら

むしどり　ソース さつまあげ ミニトマト にんにく　ねぎ かたくりこ ごま

つけあわせやさい あぶらあげ にんじん キャベツ　きゅうり さとう　ビーフン ココナッツミルク

カレースープ にら もやし カレールウ

マンゴープリン マンゴープリン

いんげんまめ ぎゅうにゅう にんじん たまねぎ　にんにく こめ　むぎ あぶら

ぎゅうにくのくろこしょういため ぶたにく パプリカ しょうが　レモン じゃがいも オリーブゆ

キャベツとコーンのサラダ ウインナー キャベツ さとう

フェジョアータ ぎゅうにく きゅうり ゼリーのもと

オレンジゼリー とうもろこし

ぶたにく ぎゅうにゅう パプリカ にんにく　たまねぎ こめ　むぎ マーガリン

チャカラカ とりにく トマト しめじ　ズッキーニ さとう あぶら

ボボティ たまご にんじん しょうが　レーズン パンこ オリーブゆ

にんじんサラダ だいず ピーマン ミルクプリン

ミルクプリン

さばのしおやき さば　みそ ぎゅうにゅう ピーマン なす　たまねぎ こめ　むぎ あぶら

なつやさいとぶたにくのみそいため ぶたにく もずく パプリカ みつば　レモン さとう ごまあぶら

もずくのすましじる ちくわ ヨーグルト おおば ゼリーのもと

ヨーグルトゼリー とうふ

ぶたにく ぎゅうにゅう にんじん たまねぎ　しめじ こめ　むぎ あぶら

わかめとツナのサラダ ツナ わかめ もやし　キャベツ こむぎこ バター

りんご きゅうり ハヤシルウ ごまあぶら

ミルメーク りんご さとう

＊つごうにより，こんだてのないようをへんこうするばあいがあります。

令和３年度 　　　  ７月学校給食献立予定表
献　　　　　　立　　　　　名 あかいろのなかま みどりいろのなかま きいろのなかま

マーボーなすどん ○
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ビタミン（しょくもつせんい）

むぎごはん

たこめし

ひやしちゅうか

はちみつレモントースト

むぎごはん ○

20 火 むぎごはん ○

夏野菜がおいしい季節に
なってきました。夏野菜に
は，体を冷やしてくれる働
きがあります。

ハヤシライス

○

○

15 木
○

アジア☆シンガポール　７月誕生日給食

19 月

16 金

アフリカ☆南アフリカ共和国

〇
21 水

☆ 小２きぼうこんだて ☆

1 木

☆ おやまびらき きゅうしょく＆
　　　生産者さんを応援！こだわり食材を食べよう ☆

6 火

☆ おはなしきゅうしょく ～ちびくろさんぼ～ ☆

8 木

○

うなちらし ○

5 月 ○

○

2 金 ○

12 月

なすがおいしい季節です。なす
は油との相性がよいので，中華
料理にしてもおいしいです。と
うもろこしとブルーベリーは，
山梨県産のものを使用する予定
です。

7 水

☆ たなばたきゅうしょく＆
生産者さんを応援！こだわり食材を食べよう ☆

9 金

（中）自然体験教室予備日　給食なし
小学校２年生の３人が希望してくれた
のは，丹波山村の給食で大人気のハヤ
シライスです！牛乳にはミルメークを
入れて飲んでください。

料理deオリパラ！最終日に
は，好きだった給食に投票し
て，給食の金メダルを決定し
ます。

①アメリカ：自分でパンに
フィッシュフライをはさんで
食べます。サラダやスープも
パンにぴったりです。
②スウェーデン：北欧は黒っ
ぽい色のパンやミートボール
のクリーム煮がポピュラーで
す。寒い地域なので，保存の
きく食べ物が多いです。
③シンガポール：チキンライ
スだけど赤くない！？白いチ
キンライスです。鶏肉のうま
みが染み込んで，スプーンが
止まらないおいしさです。
④ブラジル：塩こしょうのシ
ンプルな味つけが多いです。
⑤南アフリカ：チャカラカ
は，カレー風味のトマト煮込
み，ボボティは，ハンバーグ
とオムレツを合体したような
料理です。

16(金)（中）自然体験教室
　　　 給食なし

むぎごはん

ターメリックライス

セレクトパン
(みつばパン or くるみパン)

○
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北アメリカ☆アメリカ合衆国

ヨーロッパ☆スウェーデン

14 水
〇

○

南アメリカ☆ブラジル

コロナウイルスの影響による
学校給食への魚の無償提供で
すが，今回は愛媛県のその名
も「愛鯛」です。じゃがいも
とひじきの煮物は，富士山麓
地方ではなじみのある料理で
す。

ある日「さんぼ」は，はちみつ
を採りに出掛けます。途中トラ
に追いかけられたり…。簡単に
は帰ってこられません。今回は
山梨県笛吹市で採れたはちみつ
を使います。

今回はなんと！山梨県産のうなぎを
無償提供していただきました。その
名は「温泉ワインうなぎ」。温泉水
で養殖したうなぎをワインを使った
タレで蒲焼にした一品です。今回
は，ちらしずしにして，夏の疲れを
吹き飛ばします！

すききらいランキングの１位である
ことを知ってショックを受けるピー
マンくん。ほかの食べ物さんたちが
心配して声をかけますが，悲しくな
るばかり。そこに育ててくれた農家
のおじちゃんがやってきて…。

年に２回のお楽しみ！今年もセ
レクト給食です。セレクトパン
は，今年はちょっとぜいたくに
木下ベーカリーさんのパンをお
願いします。その他おかずも自
分たちで好きな方を選びまし
た。当日までワクワクですね♪

☆ サマーセレクトきゅうしょく 2021 ☆

バーガーパン

くろライむぎパン
　（いちごジャム）

シンガポール
チキンライス

☆ おはなしきゅうしょく ～すききらいなんてだいきらい～ ☆

夏至から11日目の日を「半
夏生(はんげしょう)」とい
い，関西地方ではタコをた
べる風習があります。

冷やし中華や，夏が旬のゴーヤやも
もなど，夏らしさを味わえる給食で
す。マフィンは，山梨県産の生のも
もから作る給食センターの手作りで
す。
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７月の給食目標 『健康によい食事を心がけよう～夏の食生活
がつ きゅうしょくもくひょう けんこう しょくじ こころ なつ しょくせいかつ

「しゅん」のたべものが

いっぱい！

こんだてひょうから

さがしてみよう！


