
※材料の都合により、献立内容を変更する場合があります。ご了承ください。
日付 献立名 からだの血や肉になるもの からだの熱や力になるもの 体の調子をととのえるもの 幼稚園 小学校 中学校

24(月)

ぎゅうにゅう かつらぎ わふう

ごはん　牛乳　　　★葛城和風カレー★
くき

茎わかめのさっぱりサラダ

牛乳　ぶたにく　くきわかめ 米 　じゃがいも　くずこ
あぶら　ドレッシング(わふう)

たまねぎ　にんじん　しろねぎ
しめじ　りんご　きゅうり 　コーン 492

16.1
599
18.7

705
21.4

25(火)
ゆかりごはん　牛乳　あじフライ

じる

みぞれ汁　タルタルソース
牛乳　あじ　とりにく

米 　あぶら　こむぎこ
いたこんにゃく

タルタルソース(たまごなし)

ゆかり　だいこん　ごぼう
にんじん　たまねぎ

はねぎ 　しめじ

552
20.5

636
22.5

720
24.5

26(水)

とりにく しお や

ごはん　牛乳　鶏肉の塩こうじ焼き
ごもく

五目スープ　パインゼリー
牛乳　とりにく　とうふ 米　 ごまあぶら　ゼリー

ほうれんそう　えのきたけ
にんじん　たまねぎ　たけのこ

パイナップル

525
24.7

613
27.1

702
29.5

27(木)

みわ いた

ごはん　牛乳　★三輪そうめんの炒めもの★
じる

みそちゃんこ汁　オレンジ

牛乳　ぶたにく　さくらえび
とうふ　あぶらあげ　みそ

米 　ふしめん　あぶら
ごまあぶら　いたこんにゃく

たまねぎ　キャベツ　にんじん
れんこん　もやし　こまつな

しいたけ　オレンジ
493
17.8

597
20.8

701
23.8

28(金)

せわ

背割りパン　牛乳　スロッピージョー

オニオンスープ　ミルメーク(ココア)

牛乳　ぶたひきにく
だいず　ウインナー

せわりパン　あぶら
ミルメーク(ココア)

たまねぎ　セロリ　にんじん
コーン　トマト　いんげんまめ

500
20.4

627
25.1

754
29.8

31(月)
ごはん　牛乳

なつやさい しる

さばのみぞれかけ　夏野菜みそ汁

牛乳　さば
あつあげ　みそ

米 だいこん　かぼちゃ 　にんじん
たまねぎ　なす　オクラ　はねぎ 581

22.1
667
24.1

753
26.0

524
20.3

624
23.1

723
25.9

令 和 2 年 8 月     学 校 給 食 予 定 献 立 表
葛城市学校給食センター

8 月 平 均おおた ただみち かんしゅう かつらぎし がっこう きゅうしょく とくべつ

☻ ☻大田　忠道さんが監修した葛城市学校給食 特別メニュー 　
わしょく りょうりにん おおた ならけんさん かつらぎし さん しょくざい つか がっこうきゅうしょくとくべつ かんが

　和食の料理人、大田さんが奈良県産・葛城市産の食材を使った学校給食の特別メニューを4つ考えてくださ
きゅうしょく おおた でし さとう あこ しちょう きゅうしょく かんりえいようし ちょうりいん あつ

いました。給食センターでは、大田さん、弟子の佐藤さん、阿古市長、給食センターの管理栄養士、調理員が集
とくべつ しさく ししょく おこな なか こんげつ きゅうしょくとうじょう

まり、特別メニューの試作と試食を行いました。その中から、2つのメニューが今月の給食に登場します。

がつ にち やさい ひ

8月31日は『野菜の日』です！

がっこう きゅうしょく し

■学校給食センターからのお知らせ■
がっき きゅうしょくはいぜんじ かんせんぼうし たいさく

　2学期も、給食配膳時の感染防止対策として、おかず
しなかず へ ていきょう しなかず へ

の品数を減らして提供させていただきます。品数は減り
ぐざい ふ こほうそう とう

ますが、おかずの具材を増やし、個包装のデザート等を
たいおう

つけて対応いたします。
がっこうきゅうしょく ていきょう

　また、おはし・スプーンも、学校給食センターから提供
かてい じさん

しますが、ご家庭から持参していただいてもかまいませ
ひ つづ りかい きょうりょく ねが

ん。引き続き、ご理解・ご協力をお願いいたします。

わしょく だいしょうぐん おおた ただ みち ひと

　和食の大将軍　　大田　忠道　さん　ってどんな人…？
わしょく りょうりにん ありまおんせん ひょうごけん りょうりりょかん しき いろどりはたご かんしゅ

　和食の料理人で、有馬温泉（兵庫県）の料理旅館【四季の彩　　旅篭】の館主を
おうじゅほうしょうずいほうたんこうしょう じゅしょう りょうり てつじん

されています。黄綬褒章・瑞宝単光章を受賞され、「料理の鉄人」や「ぶっこみジャ
しゅつえん わしょく ふきゅう めざ

パニーズ」などのテレビにも出演されています。また、和食のさらなる普及を目指
おおたただみち わしょくどうじょう あかしふう ま たまご ぶた かくに

し、YouTubeの「大田忠道の和食道場」で、明石風だし巻き卵や豚の角煮など
かんたんほんかくわしょく つく かた しょうかい

簡単本格和食の作り方を紹介されています。

がつ にち やさい ひ やさい にち もくひょう

　8月31日は野菜の日です。野菜は1日350gを目標
なま きざ やさい りょ

にとることがすすめられ、これは生の刻んだ野菜で両
うて はい りょう やさい かい しょくじ

手に3杯くらいの量になります。野菜は1回の食事でと
かんが いた りょうり と い

ろうと考えず、おひたしや炒めものなどの料理も取り入
あさ ひる ゆう しょく

れ、朝・昼・夕の3食でまんべんなくとりましょう。

にち げつ かつらぎ わふう

24日(月)・・・葛城和風カレー
しる い

　いつものカレーとはちがい、だし汁を入れて
に ならけんさん い わふう

煮こみ、奈良県産のしめじを入れた和風の

カレーです。カレールウをひかえめにして、
ならけん とくさん こ

奈良県の特産であるくず粉でとろみをつけ

ました。

にち もく みわ いた

27日(木)・・・三輪そうめんの炒めもの
ひ た おお こんかい

　冷やして食べることが多いそうめんですが、今回
にく やさい はい

はぶた肉やさくらえび、野菜がたっぷり入った
いた みわ ならけん

具だくさんの炒めものです。三輪そうめんは奈良県の
とくさん さくらいし ちゅうしん せいさん

特産で、桜井市を中心に生産されています。

★栄養価表示★

上段：ｴﾈﾙｷﾞｰ(Kcal)
下段：たんぱく質(g)

だしを使った和風のカレーで、白ねぎ・しめじを入れて、カレー粉とくず粉を使って作ります。

　葛城市産　

　こめ（ヒノヒカリ）
　はねぎ・きゅうり
　かぼちゃ・オクラ

　奈良県産

　しめじ・こまつな
　なす・くずこ

献立表で･･･
太文字は奈良県産、

ななめ文字 は葛城市産の
食材です。

味つけ相談中･･･
試作調理中･･･

そうめんの「ふし」を使った炒めもので、ぶた肉や桜えび、野菜がたくさん入っています。

8月31日は【野菜の日】です。夏野菜がしっかりを食べて、暑い夏を乗り切りましょう！

★材料★
ぶた肉・玉ねぎ・にんじん・白ねぎ・しめじ
じゃがいも・りんご・だし汁・しょうゆ
みりん・カレールウ・カレー粉・くず粉

★材料★
ふしめん・ぶた肉・たまねぎ・にんじん・キャベツ
桜えび・しょうゆ・みりん・塩・こしょう・ごま油

もっと野菜を食べよう大作戦！


