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学校給食における梅の日の食材提供について 

 

紀州田辺うめ振興協議会（田辺市・ＪＡ紀南）では、梅の日を記念し田辺市内の学校給食にお

いて梅を取り入れた給食を食べてもらおうと、平成 19 年度から希望する小中学校等に梅干し等

を提供しております。 

今年度は市立の小学校 13か所・中学校８か所、計 21か所（1,502 名）で、６月６日の梅の日

前後に、梅を材料にした給食メニュー（梅だれ豚丼や梅じゃこ寿司等）を提供し、各学校で児童

生徒が梅や梅の日について理解を深めることができるように指導いただくよう依頼しています。

また、新型コロナウイルス感染症の影響で６月に実施できない幼稚園４か所・保育所１か所・小

学校 12か所・中学校６か所、計 23か所（3,765 名）では、７月に実施していただくよう依頼し

ています。 

取材・報道くださいますようお願い申し上げます。 

 

■今回提供材料について… 

 ６月提供分 ７月提供分 合計 

梅干し 約 77kg（約2,700粒） 約130kg（約 4,300粒） 約207kg（約 7,000粒）

梅ジャム 4.6kg ０kg 4.6kg 

梅シラップ 約 19kg ０kg 約 19kg 

 

■給食献立について… 

メニュー、提供日については、別紙のとおりです。 

うち３校（本宮小学校、三里小学校、本宮中学校）では梅じゃこ寿司を実施します。 

 

■「梅の日」とは… 

 紀州梅の会では、平成18年より６月６日を梅の日と制定しました。６月６日としましたのは、

梅が実り収穫が本格的に始まる時期であることと、天文14年４月17日（1545年・室町代）京都・

賀茂神社の例祭（現在の暦で６月６日、五穀豊穣祈願）におきまして、時の後奈良天皇が祭神を

祭り、神事がおこなわれた際に梅が献上されたという故事に由来するものです。 

1545年、後奈良天皇が詣で梅を奉納し祈願したところ、雷鳴と共に雨が降り始め五穀豊穣をも

たらしました。人々はその恵みを「梅雨」と呼び、古来、梅は薬として重宝されたこともあり、

梅に感謝すると共に災いや疫病を除き、福を招く梅を贈り物（お中元の起源）にするようになっ

たと言われています。（宮中日記「御湯殿の上の日記」） 

 

■「紀州田辺うめ振興協議会」とは… 

 紀州梅を広く消費者に伝え、紀州ブランドを確立し紀州梅の消費拡大を図ると共に関係団体と

連携し、市民の産地意識向上を図り、梅を柱とした地場産業の振興を図る目的で田辺市・ＪＡ紀

南を構成団体として平成13年に設立されました。 

 

■各学校を直接取材される場合は、事前に梅振興室にお問い合わせください。 

 
 
 

お問合せ 

田辺市梅振興室（紀州田辺うめ振興協議会事務局）

電話：０７３９－２６－９９５９ 担当：初山 



「梅の日」の献立リスト

田辺第一小学校・田辺第二小学校・田辺第三小学校・芳養小学校・大坊小学校・新庄小学校・新庄第二小学
校・稲成小学校・田辺東部小学校・会津小学校・上秋津小学校・秋津川小学校

(城山台学校給食センター)

ごはん、梅⼲し、⽩⾝⿂の⻯⽥揚げ、ドレッシング和え、⾖腐と⽩菜のスープR2.7.13

東陽中学校・明洋中学校・高雄中学校・新庄中学校・上秋津中学校・秋津川中学校

(城山台学校給食センター)

ごはん、梅⼲し、鮭のバター焼き、にんじんのきんぴら、⾖腐と⽩菜のスープR2.7.15

上芳養小学校・中芳養小学校・上芳養中学校・中芳養中学校

(上芳養共同調理場)

ごはん、牛乳、肉じゃが、春雨サラダ、梅⼲しR2.6.8

三栖小学校・衣笠中学校

(三栖共同調理場)

梅だれぶた丼、すまし汁R2.6.8
カレーライス、梅シロップポンチR2.6.15
豚肉の梅肉ソース、ナムル、みそ汁R2.6.22

⻑野小学校

(⻑野共同調理場)

カレーライス、梅シロップポンチR2.6.5
梅だれ豚丼、すまし汁R2.6.8
ごはん、豚肉の梅肉ソース、ナムル、みそ汁R2.6.15
ごはん、サーモンフライ、梅肉和え、ひじき煮R2.6.22

咲楽小学校
梅ちりめんごはん、牛乳、豚汁R2.6.11
パン、牛乳、クリームシチュー、梅ドレッシングサラダR2.6.18
⻨ごはん、牛乳、ささみの梅マヨソース、そえ野菜、和風ポトフR2.6.19
親子丼、牛乳、かに風味サラダ、梅ゼリーR2.6.22
炊き込みご飯、牛乳、いも団子汁、はちみつ梅R2.6.29

中山路小学校
⻨ごはん、牛乳、新じゃが⽟のそぼろ煮、いんげんのごま和え、梅⼲しR2.6.5
⻨ごはん、牛乳、クリームシチュー、梅ドレッシングサラダR2.6.18
⻨ごはん、牛乳、ささみの梅マヨソース、そえ野菜、和風ポトフR2.6.19
ひじきごはん、牛乳、豚汁、梅ゼリーR2.6.22
鮭梅ごはん、牛乳、⽩菜と肉団子のスープ、ゼリーR2.6.29



上山路小学校
⻨ごはん、牛乳、新じゃが⽟のそぼろ煮、いんげんのごま和え、梅⼲しR2.6.5
⻨ごはん、牛乳、クリームシチュー、梅ドレッシングサラダR2.6.18
⻨ごはん、牛乳、ささみの梅マヨソース、そえ野菜、和風ポトフR2.6.19
ひじきごはん、牛乳、豚汁、梅ゼリーR2.6.22
鮭梅ごはん、牛乳、⽩菜と肉団子のスープR2.6.29

龍神小学校
⻨ごはん、牛乳、新じゃが⽟のそぼろ煮、いんげんのごま和え、梅⼲しR2.6.5
⻨ごはん、牛乳、クリームシチュー、梅ドレッシングサラダR2.6.18
⻨ごはん、牛乳、ささみの梅マヨソース、そえ野菜、和風ポトフR2.6.19
ひじきごはん、牛乳、豚汁、梅ゼリーR2.6.22
鮭梅ごはん、牛乳、⽩菜と肉団子のスープ、デザートR2.6.29

龍神中学校
ごはん、牛乳、新じゃが⽟のそぼろ煮、いんげんのごま和え、梅⼲しR2.6.5
ごはん、牛乳、クリームシチュー、梅ドレッシングサラダR2.6.18
ごはん、牛乳、ささみの梅マヨソース、そえ野菜、和風ポトフR2.6.19
ひじきごはん、牛乳、豚汁、梅ゼリーR2.6.22
鮭梅ごはん、牛乳、⽩菜と肉団子のスープ、デザートR2.6.29

鮎川小学校・中辺路小学校・近野小学校・大塔中学校・中辺路中学校・近野中学校

(大塔中辺路給食センター)

ごはん、はちみつ梅⼲、牛乳、すき焼き煮、ビーンズサラダR2.6.9
チキンカレーライス、牛乳、梅味フルーツポンチ、福神漬、牛乳R2.6.12

本宮小学校
梅じゃこ寿司、鶏つくね汁、梅ゼリー、牛乳R2.6.9
ごはん、鶏と野菜のコンソメ煮、梅マカロニサラダ、牛乳R2.6.15
ごはん、豚肉の梅肉ソース、切⼲と小松菜のごまあえ、大⾖の磯煮、牛乳R2.6.17
ロールパン、和風梅スパゲティ、野菜サラダ、牛乳R2.6.25

三里小学校
梅じゃこ寿司、鶏つくね汁、梅ゼリー、牛乳R2.6.9
ごはん、豚肉の梅肉ソース、切⼲と小松菜のごまあえ、大⾖の磯煮、牛乳R2.6.17
ごはん、鶏と野菜のコンソメ煮、梅マカロニサラダ、牛乳R2.6.19
ロールパン、和風梅スパゲティ、野菜サラダ、牛乳R2.6.25

本宮中学校
梅じゃこ寿司、鶏つくね汁、梅ゼリー、牛乳R2.6.10
ごはん、豚肉の梅肉ソース、小松菜のごまあえ、大⾖の磯煮、牛乳R2.6.16
ごはん、鶏と野菜のコンソメ煮、梅マカロニサラダ、牛乳R2.6.19
コッペパン、和風梅スパゲッティ、野菜サラダ、牛乳R2.6.23
ごはん、梅⼲し、豚肉のしょうが焼き、酢の物、牛乳R2.6.29



令和２年度生徒数（令和２年５月１日現在）
区分 施設名 学校名 児童・生徒数
共同 上芳養共同調理場 上芳養小学校 75

中芳養小学校 127
小学校計 202

上芳養中学校 44
中芳養中学校 50

中学校計 94
合計 296

共同 三栖共同調理場 三栖小学校 376
衣笠中学校 219

合計 595
共同 大塔中辺路給食センター 鮎川小学校 116

中辺路小学校 55
近野小学校 22

小学校計 193
大塔中学校 65
中辺路中学校 29
近野中学校 10

中学校計 104
合計 297

単独 ⻑野小学校 12
単独 咲楽小学校 24
単独 中山路小学校 35
単独 上山路小学校 31
単独 龍神小学校 16
単独 龍神中学校 73
単独 本宮小学校 47
単独 三里小学校 31
単独 本宮中学校 45

小学校 13 967
中学校 8 535

合計 21 1,502
共同 城山台学校給食センター 新庄幼稚園 15

三栖幼稚園 14
上秋津幼稚園 14
中芳養幼稚園 13

幼稚園計 56
秋津川保育所 11

保育所計 11
田辺第一小学校 192
田辺第二小学校 343
田辺第三小学校 252
芳養小学校 280
大坊小学校 22
新庄小学校 150
新庄第二小学校 141
稲成小学校 177
田辺東部小学校 331
会津小学校 478
上秋津小学校 179
秋津川小学校 16

小学校計 2,561
東陽中学校 280
明洋中学校 247
高雄中学校 392
新庄中学校 110
上秋津中学校 95
秋津川中学校 13

中学校計 1,137
合計 3,765 総合計

幼稚園 4 56 幼稚園 4 56
保育所 1 11 保育所 1 11
小学校 12 2,561 小学校 25 3,528
中学校 6 1,137 中学校 14 1,672

合計 23 3,765 合計 44 5,267

６
月
に
実
施

７
月
に
実
施
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