
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 さけのあおばやき

ごまずあえ

もずくのみそしる

ぎゅうにゅう　さけ　みそ

とうふ　もずく
606 26.3

2 木

ごはん 牛乳
やさいいりシュウマイ

わかめとコーンのちゅうかあえ

ジャージャンどうふ

ぎゅうにゅう　とりにく

ぶたにく　わかめ　だいず

あつあげ　みそ
658 26.6

3 金

ごはん 牛乳
セルフのさんしょくツナそぼろどん

あおのりポテト

きゃべつのとんじる

ぎゅうにゅう　ツナ　ひじき

大豆クラッシュ　あおのり

ぶたにく　あつあげ　みそ

だいず

634 25.5

6 月

ごはん 牛乳 【歯と口の健康週間】

めぎすのからあげ

　　～ごまケチャップソースかけ～

ひじきとだいずのかみかみサラダ

かみかみけんちんじる

ぎゅうにゅう　めぎす　ひじき

あおだいず　さつまあげ

くきわかめ　こうやどうふ
618 24.2

7 火

コッペパン 牛乳 あんずジャム

オムレツのラタトゥーユソースがけ

アスパラフレンチサラダ

さけだんごのとうにゅうポタージュ

ぎゅうにゅう　たまご　さけ

しろいんげんまめ　とうにゅう

たら
588 25.1

8 水

ごはん 牛乳 さばのカレーてりやき

ごもくきんぴら

わかめのみそしる

ぎゅうにゅう　さば　とうふ

さつまあげ　わかめ　みそ

だいず
605 25.9

9 木

ごはん 牛乳 ごろっとだいずフライ

ピリからきゅうりづけ

しんたまねぎのみそしる

ぎゅうにゅう　だいず

ぶたにく　あぶらあげ　みそ
653 21.6

10 金

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

うすくずじる

ちりめんじゃこ　ぎゅうにゅう

あつあげ　ぶたにく　とうふ

大豆クラッシュ　かまぼこ
577 25.7

13 月

ごはん 牛乳 ぶたにくのあおじそいため

ガーリックポテト

ワンタンスープ

ぎゅうにゅう　ぶたにく　みそ

なると
580 22.7

14 火

ごはん 牛乳 【ふるさと献立】

いかのしおこうじやき

キャベツのあまざけ

　　　みそドレッシングサラダ

ひめたけじる

ぎゅうにゅう　いか　みそ

ぶたにく　さば　たまご
568 27.4

15 水

ソフトめん 牛乳
ジャージャーめん

みかんサラダ

ももフルーツ杏仁

ぎゅうにゅう　ぶたにく

だいず　みそ　とうにゅう
648 27.1

16 木

ごはん 牛乳 ふとまきたまご

ゆかりあえ

じゃがいものカレーそぼろに

ぎゅうにゅう　たまご　ぶたに

く　あつあげ
625 25.0

17 金

カレー

ごはん
牛乳 あじのチーズパンこやき

イタリアンビーンズサラダ

コンソメスープ

ぎゅうにゅう　あじ

こなチーズ　ウインナー

ミックスビーンズ
609 25.5

21 火

ごはん 牛乳 【食育の日　埼玉県】

秩父名物　わらじかつ

こまつなのおひたし

長瀞せいりゅうすましじる

ゆずゼリー

ぎゅうにゅう　ぶたにく

あぶらあげ　とうふ

かまぼこ
688 24.2

22 水

ゆで

ちゅうかめん
牛乳 わかめラーメンスープ

やきぎょうざ

うめこんぶサラダ

ぎゅうにゅう　ぶたにく　なると

わかめ　とりにく　　だいず

こんぶ
642 26.8

23 木

ごはん 牛乳 ぶたにくとこうやどうふの

　　　　チリソースがらめ

キャベツとほうれんそうのいそあえ

じゃがたまにらみそしる

ぎゅうにゅう　ぶたにく

こうやどうふ　大豆クラッシュ

のり　とうふ　みそ　だいず
650 25.0

24 金

ごはん 牛乳
サバのからあげトマトソース

グリーンサラダ

しおこうじスープ

ぎゅうにゅう　さば　ぶたにく 628 24.6

27 月

ごはん 牛乳
ぶたにくのしょうがいため

ごまあえ

のっぺいじる

ぎゅうにゅう　ぶたにく　ちくわ

あつあげ
591 24.6

28 火

こくとういり

こめこパン
牛乳 ミニオムレツ

アスパラとポテトのベーコンいため

ポークビーンズ

ぎゅうにゅう　たまご　ベーコ

ン　ぶたにく　だいず
629 27.8

29 水

ごはん 牛乳
ゴロゴロやさいのなつカレー

わかめサラダ

さくらんぼゼリー

ぎゅうにゅう　ぶたにく

わかめ　かんてん
630 19.1

30 木

ごはん 牛乳 タラとだいずのあげに

もやしのいそちゅうか

かんてんスープ

ぎゅうにゅう　まだら　だいず

のり　なると　とうふ　かんてん
648 24.8

ながねぎ　もやし　にら　にんじん　メン

マ　ほししいたけ　キャベツ　こまつな

しょうが　にんにく　トマト　キャベツ

きゅうり　ブロッコリー　コーン　にんじ

ん　たまねぎ　えのきたけ　ほししいたけ

チンゲンサイ

こめ　こむぎこ　パンこ

ノンエッグマヨネーズ

こめあぶら　さとう

こまつな　にんじん　もやし　えのきたけ

しらたき　たけのこ　みずな

ながねぎ　ゆず

メンマ　にんじん　たまねぎ　コーン

ながねぎ　しょうが　キャベツ　にら

もやし　きゅうり　うめぼし

★献立は、食材料の入荷状況やＯ157・ノロウイルス対策等のため、変更する場合があります。

食塩：1.9 g一食平均エネルギー：623 Kcal

しょうが　にんにく　ながねぎ　キャベツ

ほうれんそう　にんじん　たまねぎ　にら

こめ　こめあぶら　でんぷん

さとう　ごま　ごまあぶら

たんぱく質：25.0 g 脂質：17.8 g

しょうが　たまねぎ　あかピーマン

ピーマン　ほうれんそう　キャベツ　コー

ン　ごぼう　にんじん　だいこん

ほししいたけ　さやえんどう

アスパラガス　にんじん　たまねぎ

セロリー　キャベツ　さやいんげん　トマ

ト　しょうが

しょうが　にんにく　にんじん　たまねぎ

なす　エリンギ　あかピーマン　えだま

め　トマト　キャベツ　もやし　さくらんぼ

レモンじる

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

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　キャベツ　きゅうり

アスパラガス　あまなつ　おうとう

にんにく　パセリ　キャベツ　アスパラガ

ス　あかピーマン　コーン　にんじん

たまねぎ　もやし　ほうれんそう

もやし　にんじん　ほうれんそう　ゆかり

こ　たまねぎ　しらたき　さやいんげん

こめ　こめあぶら　じゃがいも

カレールウ　こめこ

ごまあぶら　さとう　ごま

こめ　こめこ　こめあぶら

オリーブゆ　さとう

じゃがいも

こめ　こめあぶら　さとう　ごま

じゃがいも　でんぷん

こめこパン　くろざとう　さとう

だいずあぶら　じゃがいも

オリーブゆ　こめあぶら

こめ　あまざけ　こめあぶら

じゃがいも

こめ　こめあぶら　さとう

でんぷん　じゃがいも

ワンタン　ごまあぶら

ソフトめん　こめあぶら

でんぷん　ごまあぶら　さとう

こめ　でんぷん　こめあぶら

ごまあぶら　さとう

じゃがいも

こめ　さとう　だいずあぶら

ごま　こめあぶら　じゃがいも

でんぷん

こめ　ノンエッグマヨネーズ

こめこ　パンこ　オリーブゆ

さとう　じゃがいも

こめ　ノンエッグマヨネーズ

こめこ　ごま　さとう

じゃがいも

熱や力になるもの

ほうれんそう　きりぼしだいこん　もやし

にんじん　こまつな　ながねぎ

コーン　たまねぎ　にんじん　ほうれんそ

う　キャベツ　もやし　しょうが　にんにく

えのきたけ　メンマ　ほししいたけ

ながねぎ

にんじん　ごぼう　さやいんげん　キャ

ベツ　たまねぎ　しめじ

こんにゃく　キャベツ　きゅうり　コーン

ごぼう　にんじん　だいこん　ほししいた

け　さやえんどう

こめ　さとう　こむぎこ　ごま

ごまあぶら　こめあぶら

でんぷん

こめ　ごま　こめあぶら　さとう

じゃがいも　オリーブゆ

ごまあぶら

こめ　こめこ　こめあぶら

さとう　ごま　じゃがいも

ごまあぶら

コッペパン　さとう　水あめ

でんぷん　オリーブゆ

こめあぶら　じゃがいも

こめこ

こめ　こめあぶら　さとう　ごま

じゃがいも

こめ　こめあぶら　ごまあぶら

ごま　じゃがいも　パンこ

でんぷん　こむぎこ

あんず　なす　たまねぎ　トマト　にんに

く　キャベツ　にんじん　アスパラガス

きゅうり　コーン　しめじ　ブロッコリー

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　水あめ

でんぷん　ごま

こめ　ごま　さとう　でんぷん

うめぼし　しょうが　キャベツ

むらさきキャベツ　にんじん　もやし

コーン　えのきたけ　ながねぎ

ほうれんそう

しょうが　たまねぎ　ごぼう　にんじん

メンマ　こんにゃく　さやいんげん

だいこん　ながねぎ

にんじん　たまねぎ　きゅうり　もやし

しょうが　えのきたけ

しそ　たまねぎ　もやし　にんじん　しょう

が　にんにく　パセリ　キャベツ　メンマ

コーン　こまつな
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