
エネルギー たん白質

主食 飲み物 お　か　ず 血や肉になるもの Kcal g

1 水

ごはん 牛乳
ぶたにくのあおじそいため
チーズポテト
ワンタンスープ

ぎゅうにゅう　ぶたにく
みそ　チーズ　なると

640 25.5

2 木

ごはん 牛乳

さけのあおばやき
メンマのいために　すましじる

ぎゅうにゅう　さけ
みそ　さつまあげ
わかめ　くきわかめ
かまぼこ

612 26.9

3 金

コッペパン 牛乳 あんずジャム
ポテトチーズオムレツ
アスパラフレンチサラダ
さけだんごのクリームポタージュ

ぎゅうにゅう　たまご
チーズ　さけ　たら
しろいんげんまめ
スキムミルク

649 27.5

6 月

麦ごはん 牛乳
マーボーどん　はるさめサラダ
あじさいゼリー

ぎゅうにゅう　ぶたにく
だいず　とうふ　みそ
かんてん

662 24.5

7 火

ごはん 牛乳 【歯と口の健康週間メニュー ～13日】

いわしのカリカリフライ

きりぼしだいこんのちゅうかいため
こまつなとあつあげのみそしる

ぎゅうにゅう　まいわし
ぶたにく　あつあげ
みそ

670 23.5

8 水

ごはん 牛乳 ちくわのあおのりやき
ツナとキャベツのいためもの
かみかみごまみそじる

ぎゅうにゅう　ちくわ
あおのり　ツナ　みそ
ぶたにく　こうやどうふ

650 24.3

9 木

うめじゃこ
ごはん

牛乳 あつあげのそぼろあんかけ
あじさいあえ
たまねぎのみそしる

ちりめんじゃこ　だいず
あつあげ　ぎゅうにゅう
みそ

655 26.7

10 金

ごはん 牛乳 かつおとじゃがいものケチャップがらめ

のりおひたし
コーンたまごスープ

ぎゅうにゅう　かつお
だいず　のり　かまぼこ
たまご

670 25.9

13 月

ごはん 牛乳 イカのレモンソース
ひじきとだいずのいりに
とうふのみそしる

ぎゅうにゅう　いか
だいず　ひじき　ちくわ
とうふ　みそ

641 26.1

14 火

ごはん 牛乳 【ふるさと献立】
さばのめちゃうましおこうじやき
あまざけみそドレッシングサラダ
ひめたけじる

ぎゅうにゅう　さば
みそ　ぶたにく　たまご

666 28.8

15 水

ソフトめん 牛乳
ジャージャーめん
なつみかんサラダ
かりぽりにぼし

ぎゅうにゅう　だいず
みそ　かたくちいわし

659 31.9

16 木

ごはん 牛乳 【食育の日　埼玉県】
ちちぶめいぶつ わらじかつ
こまつなのおひたし
ながとろせいりゅうすましじる

ぎゅうにゅう　ぶたにく
わかめ　かまぼこ

675 23.5

17 金

ごはん 牛乳 のりつくだに　たまごやき
ゆかりあえ
カレーふうみにくじゃが

のりつくだに　あおのり
ぎゅうにゅう　たまご
ぶたにく　あつあげ

643 23.8

20 月

ごはん 牛乳 あじのみそマヨネーズやき
ごもくきんぴら
じゃがいものみそしる

ぎゅうにゅう　あじ
みそ　くきわかめ
さつまあげ　あぶらあげ

622 24.0

21 火

ごはん 牛乳 いわしのフライ うめみそソース

のりおひたし
さわにわん

ぎゅうにゅう　いわし
みそ　のり　かまぼこ
とうふ

626 22.9

22 水

ちゅうかめん 牛乳
わかめラーメンスープ
やきぎょうざ
ちゅうかサラダ

ぎゅうにゅう　ぶたにく
なると　わかめ
だいず　とりにく

633 26.3

23 木

ごはん 牛乳 セルフのツナとズッキーニのそぼろどん

ガリバタポテト
キャベツとんじる

ぎゅうにゅう　たまご
ツナ　だいず　ぶたにく
とうふ　みそ

680 25.8

24 金

こくとう
こめこパン

牛乳 たらのチーズやき
ブロッコリーのソテー
やさいスープ

ぎゅうにゅう　たら
チーズ　ツナ　ベーコン

633 29.9

27 月

ごはん 牛乳
ぶたにくとこうやどうふのいそふうみあげ

もやしのこんぶおひたし
にらたまじる

ぎゅうにゅう　ぶたにく
こうやどうふ　だいず
あおのり　こんぶ
とうふ　たまご

650 26.6

28 火

ごはん 牛乳 ささかまおこのみやき
しらたきつるつるいため
ふのみそしる

ぎゅうにゅう　ぶたにく
ささかまぼこ　わかめ
かつおぶし　みそ

601 22.4

29 水

ごはん 牛乳 コーンしゅうまい
うめドレサラダ
ジャージャンどうふ

ぎゅうにゅう　たら
だいず　ぶたにく　みそ
あつあげ

673 26.9

30 木

むぎごはん 牛乳
キーマカレー
くきわかめのサラダ

ぎゅうにゅう　だいず
くきわかめ

719 26.2

食塩：2.0 g一食平均エネルギー：651 Kcal

メンマ　しょうが　にんにく
にんじん　たまねぎ　ながねぎ
キャベツ　にら　もやし
きゅうり　コーン

こまつな　にんじん　もやし
えのきたけ　たけのこ

こめ　パンこ　こむぎこ
さとう　ごま
こめあぶら　でんぷん

こめ　むぎ　こめあぶら
じゃがいも　カレールウ
こめこ　ごま

たんぱく質：25.9 g 脂質：18.3 g

とうもろこし　たまねぎ　もやし
きゅうり　えだまめ　にんじん
うめぼし　しょうが　にんにく
たけのこ　しいたけ　ながねぎ　にら

にんじん　ズッキーニ　にんにく
たまねぎ　しらたき　キャベツ

ソフトめん　こめあぶら
でんぷん　ごまあぶら
ごま　くろざとう

ちゅうかめん　さとう
こめあぶら　ラード　こむぎこ
ごまあぶら　こめこ　みずあめ
でんぷん　ごま

こめ　こむぎこ　パンこ
こめあぶら　さとう
はるさめ

こめ　水あめ　さとう
でんぷん　ごま
じゃがいも　こめあぶら

こめ　マヨネーズ
こめあぶら　さとう
ごま　じゃがいも

にんじん　メンマ　こんにゃく
えのきたけ　こまつな　たまねぎ

うめぼし　もやし　ほうれんそう
にんじん　えのきたけ
ながねぎ　みずな

たまねぎ　パセリ　キャベツ
ブロッコリー　あかピーマン
にんじん　しめじ　トマト

もやし　にんじん　ほうれんそう
コーン　たまねぎ　たけのこ
えのきたけ　にら

にんじん　しらたき　キャベツ
ピーマン　えのきたけ

しょうが　にんにく　にんじん
きゅうり　キャベツ　たまねぎ
ひめたけのこ　さやえんどう

しょうが　にんにく　にんじん
たまねぎ　ほししいたけ　もやし
メンマ　にら　ながねぎ
きゅうり　キャベツ　あまなつ

もやし　にんじん　ほうれんそう
ゆかりこ　たまねぎ
さやいんげん

しょうが　もやし　ほうれんそう
にんじん　たまねぎ　たけのこ
コーン　クリームコーン　パセリ

キャベツ　もやし　あかピーマン
たまねぎ　ごぼう　かぼちゃ

うめぼし　しょうが　えだまめ
キャベツ　レッドキャベツ　こまつな
にんじん　プチマリン　コーン
もやし　たまねぎ　えのきたけ

こめ　ごま　マヨネーズ
こめあぶら　ごまあぶら
じゃがいも　ふ

こめ　こめあぶら
でんぷん　さとう　ごま
じゃがいも　バター

こめこパン　くろざとう
マヨネーズ　こめあぶら
じゃがいも

こめ　でんぷん
こめあぶら　さとう

こめ　アーモンド
あまざけ　こめあぶら
じゃがいも

こめ　でんぷん
こむぎこ　こめあぶら
さとう　じゃがいも

レモンかじゅう　にんじん
こんにゃく　たまねぎ
こまつな

こめ　でんぷん　さとう
こめあぶら　ごまあぶら
じゃがいも　ワンタン

熱や力になるもの
あおじそ　たまねぎ　もやし
にんじん　しょうが　パセリ
キャベツ　こまつな　コーン
メンマ

ほうれんそう　メンマ　にんじん
こんにゃく　たまねぎ
えのきたけ

たまねぎ　キャベツ　コーン
アスパラガス　にんじん
しめじ　ブロッコリー

にんにく　しょうが　にんじん
たまねぎ　しいたけ　にら
ながねぎ　たけのこ　もやし
きゅうり　ぶどう・なしかじゅう

しょうが　にんにく　たまねぎ
にんじん　キャベツ
サラダこんにゃく　コーン

こめ　マヨネーズ
こめあぶら　ごま　ふ
さとう

コッペパン　さとう
じゃがいも　こめこ
マカロニ　オリーブゆ
こめあぶら　あんずジャム

こめ　おおむぎ　さとう
こめあぶら　でんぷん
ごまあぶら　はるさめ　ごま

こめ　じゃがいも
でんぷん　こめこ
こめあぶら　ごまあぶら

こめ　マヨネーズ　ごま
こめあぶら　ねりごま

こめ　ごま　こめあぶら
さとう　でんぷん

にんにく　にんじん　キャベツ
きりぼしだいこん　にら
たまねぎ　もやし　こまつな

こめ　こむぎこ　パンこ
こめあぶら　さとう
はるさめ

こめ　でんぷん
じゃがいも　こめあぶら
さとう　ごま

　　　　学　校　給　食　こ　ん　だ　て　表令和4年　6月分

日 曜
献　　　　　　　　立　　　　　　　　名 使　　　　用　　　　材　　　　料　　　　名

体の調子を整えるもの

〔安塚小〕上越市教育委員会

～いつまでも自分の歯で食事を楽しめるように～

７日～１３日は「歯と口の健康週間」にちなんで、かみ応えのある「カミカミメニュー」を取り入れました。よくかんで、しっかり味わいながら、

大切な歯について考える１週間にしてくださいね。


