
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

コッペパン 牛乳 りんごジャム
オムレツ　ナポリタン
やさいスープ

ぎゅうにゅう
たまご　ベーコン
しろいんげんまめ

601 21.7

2 木
ごはん 牛乳 さけのあおばやき

ごまあえ
もずくのみそしる

ぎゅうにゅう　さけ　みそ
とうふ　もずく

601 26.3

3 金

ごはん 牛乳 あつあげとじゃがいものケチャップがらめ
きゅうりのさっぱりあえ
ワンタンスープ

ぎゅうにゅう　あつあげ
ぶたにく　なると 597 21.1

ごはん 牛乳 ★セルフのカミカミどん
ローストカレーポテト
とうふとほうれんそうのみそしる

ぎゅうにゅう　ぶたにく
みそ　とうふ　あぶらあげ

607 24.2

7 火

わかめごはん 牛乳
★めぎすのこめこあげやくみソース
おひたし
じゃがいもとえのきのみそしる

わかめ　ぎゅうにゅう
めぎす　あぶらあげ　みそ 591 20.4

8 水

カレーむぎごはん 牛乳
大潟トマトのハヤシライス
★あおだいずサラダ

ぎゅうにゅう　ぶたにく
しろいんげんまめ
あおだいず

630 20.4

9 木
ごはん 牛乳 ぶたにくのおいだれかけ

やさいいため
★かみかみけんちんじる

ぎゅうにゅう　ぶたにく
ベーコン　とうふ　うちまめ

611 27.3

10 金
ごはん 牛乳 ★いわしのカリカリフライ

はるさめサラダ
キムチとんじる

ぎゅうにゅう　まいわし
ぶたにく　とうふ　みそ

641 22.3

13 月

むぎごはん 牛乳 セルフのツナそぼろどん
もやしとにらのおひたし
きゃべつのみそしる

ぎゅうにゅう　ツナ　だいず
あぶらあげ　みそ

650 25.3

14 火
ごはん 牛乳 コーンしゅうまい

ちゅうかあえ
マーボーどうふ

ぎゅうにゅう　たら
わかめ　ぶたにく　とうふ
だいず　みそ

622 24.9

15 水
ごはん 牛乳 ささかまのカレーマヨやき

ごもくきんぴら
あつあげのみそしる

ぎゅうにゅう　ささかまぼこ
かつおぶし　ぶたにく
さつまあげ　あつあげ　みそ

613 23.4

16 木
ソフトめん 牛乳

わかめスープ　ぎょうざ
ごまこんぶサラダ

ぎゅうにゅう　ぶたにく
あぶらあげ　なると　わかめ
とりにく　こんぶ

618 27.4

17 金

うめじゃこごはん 牛乳 【ふるさとこんだて】
あつあげのしおそぼろかけ
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

ちりめんじゃこ　ぎゅうにゅう
あつあげ　ぶたにく
みそ　たまご

640 28.0

20 月

ごはん 牛乳 【食育の日◆さいたまけんのこんだて】
秩父（ちちぶ）めいぶつ　わらじかつ
こまつなのいそあえ
長瀞(ながとろ)せいりゅうすましじる

ぎゅうにゅう　ぶたにく
のり　とうふ　かまぼこ

655 24.3

21 火
ごはん 牛乳

さばのしょうがに
ゆかりあえ　とんじる

ぎゅうにゅう　さば
ぶたにく　あつあげ　みそ 616 28.1

22 水
ごはん 牛乳 ハンバーグおろしソース

じゃがたまソテー
たまねぎとふのみそしる

ぎゅうにゅう　ぶたにく
ツナ　あぶらあげ　みそ
とりにく　たまご

601 22.2

23 木

ゆでちゅうかめん 牛乳 ジャージャーめん
キャベツとアーモンドのサラダ
レモンゼリー

ぎゅうにゅう　ぶたにく
だいず　みそ

642 27.0

24 金
ごはん 牛乳 いかとだいずのこくとうじょうゆ

もやしのナムル
ごもくスープ

ぎゅうにゅう　いか　だいず
とうふ　なると

624 25.6

27 月
ごはん 牛乳

大潟やさいとひきにくのカレー
こんにゃくとかいそうのサラダ

ぎゅうにゅう　ぶたにく
だいず　くきわかめ

633 20.5

28 火
ごはん 牛乳 じゃこのてづくりさくさくふりかけ

ツナとキャベツのいためもの
コーンたまごスープ

ちりめんじゃこ　かつおぶし
あおのり　ぎゅうにゅう
あつあげ　ツナ　たまご

605 25.9

29 水

パインこめこパン 牛乳 ひじきとだいずのチーズやき
コールスローサラダ
とうにゅうみそチャウダー

ぎゅうにゅう　ぶたにく
ひじき　だいず　豆乳
ベーコン
しろいんげんまめ　みそ

638 27.7

30 木
ごはん 牛乳

ふとまきたまご
いそマヨサラダ　めぎすのつみれじる

ぎゅうにゅう　たまご
ちくわ　のり　めぎす
とうふ　みそ

602 24.0

☆献立は、食材料の入荷状況やOｰ157・ノロウイルス対策等のため変更する場合があります。ご了承ください。

6 月

6～10日
にち

は歯
は

と口
くち

の健康
けんこう

週間
しゅうかん

献立
こんだて

です。★がついている献立
こんだて

はよくかむことのできる献立
こんだて

になっています。

食塩：2.0 g一食平均エネルギー：620 Kcal

たまねぎ　だいこん　にんじん
えのきたけ　ながねぎ

しょうが　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

こめこパン　こめあぶら
さとう　じゃがいも

こめ　さとう　でんぷん
あぶら　じゃがいも
ノンエッグマヨネーズ

たんぱく質：24.5 g 脂質：17.8 g

パインチップ　たまねぎ　トマト
にんじん　キャベツ　きゅうり　コーン
パセリ

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
キャベツ　きゅうり　コーン　レモン果汁

こめ　ノンエッグマヨネーズ
こめあぶら　さとう
じゃがいも

こめ　さとう　でんぷん
じゃがいも　こめあぶら　ふ

ソフトめん　さとう　こめあぶら
こむぎこ　でんぷん
ごま　ごまあぶら　ラード

こめ　おおむぎ　ごま　さとう
でんぷん　あまざけ
こめあぶら　じゃがいも

こめ　こむぎこ
ノンエッグマヨネーズ
パンこ　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　ながねぎ

しょうが　だいこん　キャベツ　もやし
にんじん　ゆかりこ　たまねぎ
こんにゃく　ながねぎ

しょうが　もやし　こまつな
にんじん　ほししいたけ
メンマ　ながねぎ

しょうが　にんにく　たまねぎ
にんじん　かぼちゃ　トマト
こんにゃく　キャベツ

しょうが　にんじん　キャベツ　にら
たまねぎ　コーン　えのきたけ
ながねぎ

とうもろこし　たまねぎ　キャベツ
にんじん　コーン　しょうが　にんにく
たけのこ　ほししいたけ　にら

にんじん　メンマ　こんにゃく
えのきたけ　ながねぎ

うめ　にんじん　きゅうり　キャベツ
たまねぎ　ひめたけのこ　たけのこ

しょうが　もやし　きゅうり　にんじん
たまねぎ　ながねぎ　キムチ

しょうが　にんにく　にんじん
たまねぎ　エリンギ　トマト　コーン
もやし　きゅうり

りんご　にんじん　キャベツ
さやいんげん　こんにゃく
ほししいたけ　ごぼう　ながねぎ

こめ　パンこ　さとう
こめあぶら　ごまあぶら

ちゅうかめん　こめあぶら
でんぷん　アーモンド
さとう　ごまあぶら

こめ　でんぷん　こめこ
さとう　くろざとう　こめあぶら
ごまあぶら　ごま　はるさめ

こめ　こめあぶら　じゃがいも
カレールウ　さとう　ごま

こめ　ラード　でんぷん
パンこ　こむぎこ　さとう
ごま　こめあぶら　ごまあぶら

こめ　おおむぎ
あぶら　さとう
ごまあぶら　じゃがいも

にんじん　ごぼう　えだまめ
ピーマン　もやし　にら　たまねぎ
キャベツ

コッペパン　りんごジャム
さとう　スパゲッティ
あぶら　じゃがいも

熱や力になるもの

りんご　にんにく　たまねぎ　ピーマン
しめじ　トマト　にんじん　キャベツ

ほうれんそう　もやし　にんじん
こまつな　きゅうり　ながねぎ

きゅうり　もやし　コーン　にんじん
たまねぎ　ながねぎ

にんにく　ごぼう　こんにゃく　メンマ
ピーマン　にんじん　えのきたけ
ほうれんそう

もやし　こまつな　にんじん
たまねぎ　ごぼう　ながねぎ

こめ　ノンエッグマヨネーズ
ごま　さとう　じゃがいも

こめ　じゃがいも　あぶら
さとう　ごまあぶら　ごま
ワンタン

こめ　こめあぶら　さとう
ごま　でんぷん　じゃがいも

こめ　水あめ　ごま　こめこ
こめあぶら　さとう
じゃがいも

こめ　おおむぎ　こめあぶら
じゃがいも　ハヤシルウ

こめ　さとう　こめあぶら
じゃがいも　ごまあぶら

ながねぎ　もやし　こまつな　コーン
にんじん　たまねぎ　えのきたけ

こめ　さとう　ごま
じゃがいも

こめ　さとう　じゃがいも
パンこ　あぶら　はるさめ
ごまあぶら　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

〔大潟町小〕上越市教育委員会

【６月の大潟産野菜】 玉ねぎ じゃがいも トマト かぼちゃ
6月から大潟産の野菜の種類が増えます。新鮮、おいしい野菜をたくさん食べて、夏バテしないようにしていきましょう！


