
7月　こんだてひょう すてっぷセンター　給食

ピラフ 御飯 パン（イエローロール） 御飯 御飯 あんかけうどん

プルコギ風牛肉の炒め物 すずきのカレームニエル マグロのアングレース 豚肉と春雨の炒め物

かぼちゃの甘煮 きゅうりとわかめの酢の物 さつまいもスティック

卵とわかめのみそ汁 だいこんとわかめのみそ汁 なすのポタージュ とうがんとそうめんの吉野汁 豆腐とえのきのみそ汁

果物（オレンジ） 果物（デラウエア） ぶどうゼリー 果物（オレンジ） 果物（オレンジ）

精白米　 精白米　 NEGイエロー 精白米　 精白米　 干しうどん
味の素ＫＫコンソメ 油揚げ
水 牛肉　もも肉 すずき まぐろ 豚もも　 えのきたけ
有塩バター たまねぎ 食塩 片栗粉 はるさめ たまねぎ
食塩 にんじん こしょう サラダ油 にんじん ほうれんそう
こしょう ピーマン 薄力粉 トマトケチャップ ピーマン かつお・昆布だし
たまねぎ 緑豆もやし カレー粉 ウスターソース たまねぎ 本みりん
にんじん 生しいたけ 有塩バター 本みりん ごま油 こいくちしょうゆ
ピーマン にんにく きゅうり じゃがいも 料理酒 片栗粉
マッシュルーム水煮 こいくちしょうゆ こいくちしょうゆ サラダ油 こいくちしょうゆ
ウインナー（卵不使用） 料理酒 食塩 食塩 鶏もも皮なし　　
オリーブ油 はちみつ ほうれんそう しょうが

ごま油 冷凍コーン きゅうり さつまいも こいくちしょうゆ
キャベツ いりごま ウインナー（卵不使用） ちりめんじゃこ サラダ油 料理酒
きゅうり サラダ油 カットわかめ 食塩 片栗粉
ツナ缶 かぼちゃ 食塩 穀物酢 サラダ油
かいわれ かつお・昆布だし 上白糖 すりみそ じゃがいも
サラダ油 こいくちしょうゆ なす うすくちしょうゆ かつお・昆布だし 片栗粉
穀物酢 三温糖 水 豆腐（絹ごし） サラダ油
食塩 たまねぎ かつお・昆布だし えのきたけ 食塩
こしょう すりみそ 味の素ＫＫコンソメ 糸花鰹 なす
上白糖 かつお・昆布だし 牛乳 料理酒 オレンジ

油揚げ 有塩バター 食塩 オレンジ
すりみそ だいこん 食塩 うすくちしょうゆ
かつお・昆布だし カットわかめ 片栗粉
鶏卵 デラウエア そうめん
カットわかめ オレンジ とうがん
えのきたけ オクラ
豆腐（絹ごし）

ぶどうジュース
ぽんせんえび 上白糖
かっぱえびせん イナアガー
ゼリー飲料（りんご） らくらくホイップ

御飯 パン（レーズンパン） 御飯 御飯

鶏肉のさっぱり煮 銀鮭のムニエル 牛肉と大根の煮物 かれいの煮付け

キャベツとコーンのソテー かりかりチーズ揚げ

かぼちゃとわかめのみそ汁 中華風コーンスープ なすと油揚げのみそ汁

ヨーグルト 果物（バナナ） 果物（デラウエア）

精白米　 NEGﾚｰｽﾞﾝﾗｳﾝﾄﾞ 精白米　 精白米　

鶏肉もも皮なし　　 ぎんざけ 牛肉　もも肉 かれい
上白糖 食塩 だいこん かつお・昆布だし
料理酒 こしょう にんじん 本みりん
穀物酢 片栗粉 生しいたけ こいくちしょうゆ
こいくちしょうゆ 有塩バター しょうが 料理酒
食塩 ほうれんそう すりみそ 三温糖
しょうが サラダ油 上白糖 カットわかめ
だいこん 食塩 本みりん

かつお・昆布だし 切り干し大根
サラダ油 キャベツ きゅうり
キャベツ にんじん プロセスチーズ ロースハム
冷凍コーン いりごま しゅうまいの皮 ごま油
ロースハム 上白糖 サラダ油 穀物酢
食塩 こいくちしょうゆ 上白糖
こいくちしょうゆ 中華味 こいくちしょうゆ

味の素ＫＫコンソメ 水
すりみそ 水 冷凍コーン すりみそ
かつお・昆布だし たまねぎ 鶏卵 かつお・昆布だし
えのきたけ ウインナー（卵不使用） たまねぎ 油揚げ
カットわかめ じゃがいも 食塩 なす
かぼちゃ かいわれ こいくちしょうゆ たまねぎ

片栗粉
骨にｶﾙｼｳﾑｳｴﾊｰｽ ソフール（プレーン） かいわれ デラウエア
ゼリー飲料（ぶどう）

バナナ

エネルギー 365Kcal タンパク質 15.5g 脂質 10.1g カルシウム 145mg 鉄 1.6mg ビタミンA 132μg

ビタミンB1 0.2mg ビタミンB2 0.2mg ビタミンC 31mg 食物繊維 3g 食塩相当量 2.2g

令和4年

1日(金) 4日(月) 5日(火)

材

料

献

立

12日(火) 13日(水) 14日(木)

献

立

材

料

8日(金) 11日(月)

21日(木) 19日(火) 20日(水) 2２日(金) 26日(火) 28日(木)

7日(木)

<今月の栄養価(米飯、普通食を全量摂取した場合)>

キャベツとニンジンの

ごま和え

切り干し大根ときゅうりの

サラダ

ウインナーとじゃがいもの

コンソメスープ

鶏の竜田揚げ　フライドポテ

ト添え
ほうれん草とウインナーの

ソテー

キャベツとツナのフレンチ

サラダ

普・粗・押；カルシウムウエ

ハース、ぺ・管；ゼリー飲料

（ぶどう）

普；ぽんせんえび、粗・押；

かっぱえびせん、ぺ・管；ゼ

リー飲料（りんご）

15日(金)

25日(月) 29日(金) 27日(水)

*献立、食材は都合により変更になることがあります。

お楽しみ給食

「たなばた」

★地元のおやさい使っています！

（普賢寺ふれあいの駅より納品）

精白米 すりみそ なす

★ 食中毒予防のポイント

食中毒というと、飲食店での食事が原因と思われがち

ですが、毎日食べている家庭の食事でも発生しています。

家庭での発生では症状が軽かったり、発症する人が１人

や２人のことが多いことから風邪や寝冷えなどと思われ

がちで、食中毒とは気づかれず、重症化することもあり

ます。

◎食中毒予防の３原則

食中毒を防ぐためには、細菌の場合は、細菌を食べ物

に「付けない」、食べ物に付着した細菌を「増やさな

い」、食べ物や調理器具に付着した細菌を「やっつけ

る」という３つのことが原則となります。

◎給食の衛生管理

すてっぷの給食では「大量調理施設衛生管理マニュア

ル」、「HACCP（ハサップ）」に沿った衛生管理を行っ

ています。その一部を紹介します。

「つけない」

・野菜、果物は流水でしっかりと洗う。

・まな板、包丁、ザルは肉、魚、野菜、調理済

みで使い分ける。

・栄養士、調理員は月に1回は検便検査をし、毎日

体調を確認する。体調不良時は調理に従事しない。

「増やさない」

・調理後2時間以内に食べる。

・冷たいものは冷蔵庫、温かいものは温蔵庫

に保管し、常温放置をしない。

「やっつける」

・食材は、中心の温度が85℃以上になるまで加熱を

する。

・生の果物は次亜塩素酸ナトリウムで殺菌する。


