
エネルギー たん白質 脂質 塩分

主食 飲み物 お　か　ず 血や肉になるもの Kcal g g ｇ

1 水

こめこパン 牛乳 チリビーンズ
スパゲティーサラダ
コンソメスープ

ぎゅうにゅう　ぶたにく
だいず　ベーコン

617 27.6 19.6 2.6

2 木

麦ごはん 牛乳
セルフのツナそぼろどん
あおのりポテト
きゃべつのとんじる

ぎゅうにゅう　ツナ　だいず
ひじき　たまご　あおのり
ぶたにく　とうふ　みそ

641 26.6 18.4 1.7

3 金

ごはん 牛乳
タラとだいずのあげに
カレーもやし
みそワンタンスープ

ぎゅうにゅう　まだら
だいず　ぶたにく　みそ

679 26.2 18.5 2.0

6 月

ごはん 牛乳
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

かみかみごもくじる

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

643 24.5 18.9 1.9

7 火

ごはん 牛乳
さけのあおばやき
ごまずあえ
こまつなとじゃがいものみそしる

ぎゅうにゅう　さけ
みそ　とうふ
あぶらあげ　だいず

644 28.1 19.8 1.8

8 水

麦ごはん 牛乳
ビーンズキーマカレー
わかめサラダ
さくらんぼゼリー

ぎゅうにゅう　ぶたにく
しろいんげんまめ
だいず　きんときまめ
わかめ

693 23.3 15.3 2.0

9 木
ごはん 牛乳 ごろっとだいずフライ

キャベツとこまつなのいそあえ
しんたまねぎのみそしる

ぎゅうにゅう　だいず
ぶたにく　のり　とうふ
みそ

656 22.8 19.0 1.8

10 金

うめじゃこごはん 牛乳
あつあげのしおそぼろあんかけ
あじさいあえ
かきたまじる

ちりめんじゃこ　たまご
ぎゅうにゅう　あつあげ
とりにく　とうふ

613 27.3 17.6 1.9

13 月

ごはん 牛乳
ぶたにくのあおじそいため
チーズポテト
しおこうじスープ

ぎゅうにゅう　ぶたにく
みそ　チーズ　とりにく
あつあげ

631 27.7 16.2 1.7

14 火

ごはん 牛乳
【ふるさとこんだて】
さばのにはいずやき
キャベツのあまざけ
　　　　　　みそドレッシング
ひめたけじる

ぎゅうにゅう　さば
みそ　ぶたにく　たまご 622 27.8 17.2 1.7

15 水

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

リボンマカロニサラダ
さけだんごのクリームポタージュ

ぎゅうにゅう　たまご
さけ　しろいんげんまめ
スキムミルク　たら

627 26.9 19.4 2.3

16 木

ソフトめん 牛乳 ジャージャーめん
かんてんサラダ
ヨーグルト

ぎゅうにゅう　ぶたにく
だいず　みそ　かんてん
ヨーグルト

656 30.0 14.1 2.1

17 金

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
ながとろせいりゅうすましじる

ぎゅうにゅう　ぶたにく
あぶらあげ　とうふ
かまぼこ

688 26.2 22.3 2.0

20 月

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　くきわかめ
だいず　あつあげ　みそ

684 27.0 21.5 1.8

21 火

ごはん 牛乳
ししゃものいそべあげ
きりぼしだいこんのいりに
とりだんごのごまみそしる

ぎゅうにゅう　ししゃも
あおのり　さつまあげ
とりにく　みそ
ぶたにく

650 23.6 19.2 2.0

22 水

ごはん 牛乳
じゃがいもとこうやどうふの
　　　　　　チリソースがらめ
ピリからきゅうり
にらたまみそしる

ぎゅうにゅう
こうやどうふ　だいず
とうふ　たまご　みそ

666 23.3 21.6 1.9

23 木

ゆでちゅうかめん 牛乳
わかめラーメンスープ
カレーポテトビーンズ
うめこんぶサラダ

ぎゅうにゅう　ぶたにく
なると　わかめ　だいず
こんぶ

663 27.4 17.4 2.2

24 金

ごはん 牛乳
とうふハンバーグ
ゆかりあえ
じゃがいものそぼろに

ぎゅうにゅう　とうふ
とりにく　ぶたにく
あつあげ

644 25.9 16.7 1.8

27 月

ごはん 牛乳
ぶたにくのしょうがいため
いんげんのごまあえ
のっぺいじる

ぎゅうにゅう　ぶたにく
ちくわ　あつあげ 625 26.6 15.7 2.0

28 火

カレー麦ごはん 牛乳
たらのかおりぱんこやき
ブロッコリーサラダ
コーンチャウダー

ぎゅうにゅう　たら
こなチーズ　ベーコン
しろいんげんまめ
スキムミルク

641 26.4 15.0 1.7

29 水

ごはん 牛乳
にくだんごのもちごめむし
ごもくきんぴら
もずくのみそしる

ぎゅうにゅう　ぶたにく
さつまあげ　とうふ
もずく　みそ

620 21.0 15.3 2.0

30 木

ごはん 牛乳
あじフライ
たくあんあえ
ぶたキムチじる

ぎゅうにゅう　あじ
ぶたにく　あつあげ
みそ

606 25.4 14.2 2.1

食塩：2.0 g一食平均エネルギー：646 Kcal

しょうが　にんにく　ながねぎ
きゅうり　もやし　にんじん
たまねぎ　にら

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　こまつな
キャベツ　コーン

こめ　もちごめ　でんぷん
さとう　こめあぶら
ごま　じゃがいも

こめ　こむぎこ　パンこ
こめあぶら　ごま
じゃがいも

たんぱく質：26.0 g 脂質：17.9 g

たまねぎ　しょうが
ほししいたけ　ごぼう
にんじん　メンマ
こんにゃく　さやいんげん

たまねぎ　もやし　にんじん
こまつな　ゆかりこ　しらたき
さやいんげん

コッペパン　さとう
でんぷん　オリーブゆ
マカロニ　こめあぶら
じゃがいも　こめこ

こめ　じゃがいも
こめあぶら　でんぷん
ごまあぶら　さとう　ごま

ソフトめん　こめあぶら
でんぷん　ごまあぶら
さとう　ごま

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

こめ　さとう　こむぎこ
ごま　ごまあぶら
こめあぶら　でんぷん

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　はねぎ

きりぼしだいこん　にんじん
しらたき　さやいんげん
たまねぎ　ごぼう　キャベツ
はねぎ

しょうが　たまねぎ　ピーマン
さやいんげん　キャベツ
にんじん　ごぼう　だいこん
ほししいたけ　さやえんどう

パセリ　キャベツ
ブロッコリー　にんじん
たまねぎ　クリームコーン
コーン

しょうが　にんじん　きゅうり
キャベツ　たまねぎ
ひめたけのこ

あんず　なす　たまねぎ
トマト　にんにく　にんじん
キャベツ　きゅうり　しめじ
ブロッコリー

こまつな　にんじん　もやし
えのきたけ　しらたき
たまねぎ　みつば

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　もやし　きゅうり
うめぼし

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　たまねぎ
えのきたけ　はねぎ

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　キャベツ　もやし
さくらんぼ

にんじん　たまねぎ　キャベツ
こまつな　ごぼう　えのきたけ

こめ　おおむぎ　こめこ
ノンエッグマヨネーズ
パンこ　オリーブゆ
こめあぶら　じゃがいも

ちゅうかめん　こめあぶら
じゃがいも　こめこ
さとう　ごま

こめ　パンこ　でんぷん
ごま　こめあぶら
じゃがいも　さとう

こめ　こめあぶら　さとう
ごま　じゃがいも
でんぷん

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

しそ　たまねぎ　もやし
にんじん　しょうが　パセリ
キャベツ

こめこパン　こめあぶら
さとう　スパゲッティ
ごま　じゃがいも

熱や力になるもの

たまねぎ　しょうが　にんにく
にんじん　きゅうり　コーン
キャベツ

にんじん　たまねぎ
さやいんげん　キャベツ
しめじ

ながねぎ　もやし　こまつな
コーン　ほうれんそう
たまねぎ　にんじん　メンマ
にら

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　はねぎ

キャベツ　きゅうり　たくあん
たまねぎ　キムチ　にら

こめ　おおむぎ　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　こめあぶら
でんぷん　さとう　ごま
ワンタン　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

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

こめ　おおむぎ　ごま
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

こめ　こめあぶら
じゃがいも　パンこ
でんぷん　こむぎこ

ほうれんそう　こまつな
きりぼしだいこん　もやし
にんじん　きゅうり
たまねぎ　えのきたけ

こめ　こむぎこ
ノンエッグマヨネーズ
こめあぶら　さとう
ラード　ごま　ねりごま

こめ　おおむぎ　ごま
さとう　でんぷん

　　　　学　校　給　食　こ　ん　だ　て　表令和4年　6月分

日 曜
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体の調子を整えるもの

〔大瀁小〕上越市教育委員会



エネルギー たん白質 脂質 塩分

主食 飲み物 お　か　ず 血や肉になるもの Kcal g g ｇ

1 水

こめこパン 牛乳 チリビーンズ
スパゲティーサラダ
コンソメスープ

ぎゅうにゅう　ぶたにく
だいず　ベーコン

617 27.6 19.6 2.6

2 木

麦ごはん 牛乳
セルフのツナそぼろどん
あおのりポテト
きゃべつのとんじる

ぎゅうにゅう　ツナ　だいず
ひじき　たまご　あおのり
ぶたにく　とうふ　みそ

641 26.6 18.4 1.7

3 金

ごはん 牛乳
タラとだいずのあげに
カレーもやし
みそワンタンスープ

ぎゅうにゅう　まだら
だいず　ぶたにく　みそ 679 26.2 18.5 2.0

6 月

ごはん 牛乳 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

かみかみごもくじる

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

643 24.5 18.9 1.9

7 火

ごはん 牛乳
さけのあおばやき
ごまずあえ
こまつなとじゃがいものみそしる

ぎゅうにゅう　さけ
みそ　とうふ
あぶらあげ　だいず

644 28.1 19.8 1.8

8 水

麦ごはん 牛乳
ビーンズキーマカレー
わかめサラダ
さくらんぼゼリー

ぎゅうにゅう　ぶたにく
しろいんげんまめ
だいず　きんときまめ
わかめ

693 23.3 15.3 2.0

9 木

ごはん 牛乳
ごろっとだいずフライ
キャベツとこまつなのいそあえ
しんたまねぎのみそしる

ぎゅうにゅう　だいず
ぶたにく　のり　とうふ
みそ

656 22.8 19.0 1.8

10 金

うめじゃこごはん 牛乳
あつあげのしおそぼろあんかけ
あじさいあえ
かきたまじる

ちりめんじゃこ　たまご
ぎゅうにゅう　あつあげ
とりにく　とうふ

613 27.3 17.6 1.9

13 月
ごはん 牛乳 ぶたにくのあおじそいため

チーズポテト
しおこうじスープ

ぎゅうにゅう　ぶたにく
みそ　チーズ　とりにく
あつあげ

631 27.7 16.2 1.7

14 火

ごはん 牛乳 【ふるさとこんだて】
さばのにはいずやき
キャベツのあまざけ
　　　　　　みそドレッシング
ひめたけじる

ぎゅうにゅう　さば
みそ　ぶたにく　たまご

622 27.8 17.2 1.7

15 水

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

リボンマカロニサラダ
さけだんごのクリームポタージュ

ぎゅうにゅう　たまご
さけ　しろいんげんまめ
スキムミルク　たら

627 26.9 19.4 2.3

16 木

ソフトめん 牛乳 ジャージャーめん
かんてんサラダ
ヨーグルト

ぎゅうにゅう　ぶたにく
だいず　みそ　かんてん
ヨーグルト

656 30.0 14.1 2.1

17 金

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
ながとろせいりゅうすましじる

ぎゅうにゅう　ぶたにく
あぶらあげ　とうふ
かまぼこ

688 26.2 22.3 2.0

20 月

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　くきわかめ
だいず　あつあげ　みそ

684 27.0 21.5 1.8

21 火

ごはん 牛乳
ししゃものいそべあげ
きりぼしだいこんのいりに
とりだんごのごまみそしる

ぎゅうにゅう　ししゃも
あおのり　さつまあげ
とりにく　みそ
ぶたにく

650 23.6 19.2 2.0

22 水

ごはん 牛乳 じゃがいもとこうやどうふの
　　　　　　チリソースがらめ
ピリからきゅうり
にらたまみそしる

ぎゅうにゅう
こうやどうふ　だいず
とうふ　たまご　みそ

666 23.3 21.6 1.9

23 木

ゆでちゅうかめん 牛乳
わかめラーメンスープ
カレーポテトビーンズ
うめこんぶサラダ

ぎゅうにゅう　ぶたにく
なると　わかめ　だいず
こんぶ

663 27.4 17.4 2.2

24 金

ごはん 牛乳
とうふハンバーグ
ゆかりあえ
じゃがいものそぼろに

ぎゅうにゅう　とうふ
とりにく　ぶたにく
あつあげ

644 25.9 16.7 1.8

27 月

ごはん 牛乳
ぶたにくのしょうがいため
いんげんのごまあえ
のっぺいじる

ぎゅうにゅう　ぶたにく
ちくわ　あつあげ 625 26.6 15.7 2.0

28 火

カレー麦ごはん 牛乳
たらのかおりぱんこやき
ブロッコリーサラダ
コーンチャウダー

ぎゅうにゅう　たら
こなチーズ　ベーコン
しろいんげんまめ
スキムミルク

641 26.4 15.0 1.7

29 水

ごはん 牛乳
にくだんごのもちごめむし
ごもくきんぴら
もずくのみそしる

ぎゅうにゅう　ぶたにく
さつまあげ　とうふ
もずく　みそ

620 21.0 15.3 2.0

30 木

ごはん 牛乳
あじフライ
たくあんあえ
ぶたキムチじる

ぎゅうにゅう　あじ
ぶたにく　あつあげ
みそ

606 25.4 14.2 2.1
こめ　こむぎこ　パンこ
こめあぶら　ごま
じゃがいも

キャベツ　きゅうり　たくあん
たまねぎ　キムチ　にら

一食平均エネルギー：646 Kcal たんぱく質：26.0 g 脂質：17.9 g 食塩：2.0 g

こめ　こめあぶら　さとう
ごま　じゃがいも
でんぷん

しょうが　たまねぎ　ピーマン
さやいんげん　キャベツ
にんじん　ごぼう　だいこん
ほししいたけ　さやえんどう

こめ　おおむぎ　こめこ
ノンエッグマヨネーズ
パンこ　オリーブゆ
こめあぶら　じゃがいも

パセリ　キャベツ
ブロッコリー　にんじん
たまねぎ　クリームコーン
コーン

こめ　もちごめ　でんぷん
さとう　こめあぶら
ごま　じゃがいも

たまねぎ　しょうが
ほししいたけ　ごぼう
にんじん　メンマ
こんにゃく　さやいんげん

こめ　じゃがいも
こめあぶら　でんぷん
ごまあぶら　さとう　ごま

しょうが　にんにく　ながねぎ
きゅうり　もやし　にんじん
たまねぎ　にら

ちゅうかめん　こめあぶら
じゃがいも　こめこ
さとう　ごま

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　もやし　きゅうり
うめぼし

こめ　パンこ　でんぷん
ごま　こめあぶら
じゃがいも　さとう

たまねぎ　もやし　にんじん
こまつな　ゆかりこ　しらたき
さやいんげん

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
たまねぎ　みつば

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

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　はねぎ

こめ　こむぎこ
ノンエッグマヨネーズ
こめあぶら　さとう
ラード　ごま　ねりごま

きりぼしだいこん　にんじん
しらたき　さやいんげん
たまねぎ　ごぼう　キャベツ
はねぎ

こめ　あまざけ
こめあぶら　じゃがいも

しょうが　にんじん　きゅうり
キャベツ　たまねぎ
ひめたけのこ

コッペパン　さとう
でんぷん　オリーブゆ
マカロニ　こめあぶら
じゃがいも　こめこ

あんず　なす　たまねぎ
トマト　にんにく　にんじん
キャベツ　きゅうり　しめじ
ブロッコリー

ソフトめん　こめあぶら
でんぷん　ごまあぶら
さとう　ごま

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　こまつな
キャベツ　コーン

こめ　こめあぶら
じゃがいも　パンこ
でんぷん　こむぎこ

にんじん　たまねぎ　キャベツ
こまつな　ごぼう　えのきたけ

こめ　おおむぎ　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　たまねぎ
えのきたけ　はねぎ

こめ　こめあぶら　さとう
でんぷん　じゃがいも

しそ　たまねぎ　もやし
にんじん　しょうが　パセリ
キャベツ

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

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　はねぎ

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

ほうれんそう　こまつな
きりぼしだいこん　もやし
にんじん　きゅうり
たまねぎ　えのきたけ

こめ　おおむぎ　ごま
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

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　キャベツ　もやし
さくらんぼ

こめこパン　こめあぶら
さとう　スパゲッティ
ごま　じゃがいも

たまねぎ　しょうが　にんにく
にんじん　きゅうり　コーン
キャベツ

こめ　おおむぎ　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

にんじん　たまねぎ
さやいんげん　キャベツ
しめじ

こめ　こめあぶら
でんぷん　さとう　ごま
ワンタン　ごまあぶら

ながねぎ　もやし　こまつな
コーン　ほうれんそう
たまねぎ　にんじん　メンマ
にら

令和4年　6月分 　　　　学　校　給　食　こ　ん　だ　て　表 〔南川小〕上越市教育委員会

日 曜
献　　　　　　　　立　　　　　　　　名 使　　　　用　　　　材　　　　料　　　　名

熱や力になるもの 体の調子を整えるもの



エネルギー たん白質 脂質 塩分

主食 飲み物 お　か　ず 血や肉になるもの Kcal g g ｇ

1 水

こめこパン 牛乳 チリビーンズ
スパゲティーサラダ
コンソメスープ

ぎゅうにゅう　ぶたにく
だいず　ベーコン

617 27.6 19.6 2.6

2 木

麦ごはん 牛乳
セルフのツナそぼろどん
あおのりポテト
きゃべつのとんじる

ぎゅうにゅう　ツナ　だいず
ひじき　たまご　あおのり
ぶたにく　とうふ　みそ

641 26.6 18.4 1.7

3 金

ごはん 牛乳
タラとだいずのあげに
カレーもやし
みそワンタンスープ

ぎゅうにゅう　まだら
だいず　ぶたにく　みそ

679 26.2 18.5 2.0

6 月

ごはん 牛乳
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

かみかみごもくじる

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

643 24.5 18.9 1.9

7 火

ごはん 牛乳
さけのあおばやき
ごまずあえ
こまつなとじゃがいものみそしる

ぎゅうにゅう　さけ
みそ　とうふ
あぶらあげ　だいず

644 28.1 19.8 1.8

8 水

麦ごはん 牛乳
ビーンズキーマカレー
わかめサラダ
さくらんぼゼリー

ぎゅうにゅう　ぶたにく
しろいんげんまめ
だいず　きんときまめ
わかめ

693 23.3 15.3 2.0

9 木

ごはん 牛乳
ごろっとだいずフライ
キャベツとこまつなのいそあえ
しんたまねぎのみそしる

ぎゅうにゅう　だいず
ぶたにく　のり　とうふ
みそ

656 22.8 19.0 1.8

10 金

うめじゃこごはん 牛乳
あつあげのしおそぼろあんかけ
あじさいあえ
かきたまじる

ちりめんじゃこ　たまご
ぎゅうにゅう　あつあげ
とりにく　とうふ

613 27.3 17.6 1.9

13 月

ごはん 牛乳
ぶたにくのあおじそいため
チーズポテト
しおこうじスープ

ぎゅうにゅう　ぶたにく
みそ　チーズ　とりにく
あつあげ

631 27.7 16.2 1.7

14 火

ごはん 牛乳
【ふるさとこんだて】
さばのにはいずやき
キャベツのあまざけ
　　　　　　みそドレッシング
ひめたけじる

ぎゅうにゅう　さば
みそ　ぶたにく　たまご

622 27.8 17.2 1.7

15 水

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

リボンマカロニサラダ
さけだんごのクリームポタージュ

ぎゅうにゅう　たまご
さけ　しろいんげんまめ
スキムミルク　たら

627 26.9 19.4 2.3

16 木

ソフトめん 牛乳
ジャージャーめん
かんてんサラダ
ヨーグルト

ぎゅうにゅう　ぶたにく
だいず　みそ　かんてん
ヨーグルト

656 30.0 14.1 2.1

17 金

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
ながとろせいりゅうすましじる

ぎゅうにゅう　ぶたにく
あぶらあげ　とうふ
かまぼこ

688 26.2 22.3 2.0

20 月

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　くきわかめ
だいず　あつあげ　みそ

684 27.0 21.5 1.8

21 火

ごはん 牛乳
ししゃものいそべあげ
きりぼしだいこんのいりに
とりだんごのごまみそしる

ぎゅうにゅう　ししゃも
あおのり　さつまあげ
とりにく　みそ
ぶたにく

650 23.6 19.2 2.0

22 水

ごはん 牛乳
じゃがいもとこうやどうふの
　　　　　　チリソースがらめ
ピリからきゅうり
にらたまみそしる

ぎゅうにゅう
こうやどうふ　だいず
とうふ　たまご　みそ

666 23.3 21.6 1.9

23 木

ゆでちゅうかめん 牛乳
わかめラーメンスープ
カレーポテトビーンズ
うめこんぶサラダ

ぎゅうにゅう　ぶたにく
なると　わかめ　だいず
こんぶ

663 27.4 17.4 2.2

24 金

ごはん 牛乳
とうふハンバーグ
ゆかりあえ
じゃがいものそぼろに

ぎゅうにゅう　とうふ
とりにく　ぶたにく
あつあげ

644 25.9 16.7 1.8

27 月

ごはん 牛乳
ぶたにくのしょうがいため
いんげんのごまあえ
のっぺいじる

ぎゅうにゅう　ぶたにく
ちくわ　あつあげ 625 26.6 15.7 2.0

28 火

カレー麦ごはん 牛乳
たらのかおりぱんこやき
ブロッコリーサラダ
コーンチャウダー

ぎゅうにゅう　たら
こなチーズ　ベーコン
しろいんげんまめ
スキムミルク

641 26.4 15.0 1.7

29 水

ごはん 牛乳
にくだんごのもちごめむし
ごもくきんぴら
もずくのみそしる

ぎゅうにゅう　ぶたにく
さつまあげ　とうふ
もずく　みそ

620 21.0 15.3 2.0

30 木

ごはん 牛乳
あじフライ
たくあんあえ
ぶたキムチじる

ぎゅうにゅう　あじ
ぶたにく　あつあげ
みそ

606 25.4 14.2 2.1
こめ　こむぎこ　パンこ
こめあぶら　ごま
じゃがいも

キャベツ　きゅうり　たくあん
たまねぎ　キムチ　にら

一食平均エネルギー：646 Kcal たんぱく質：26.0 g 脂質：17.9 g 食塩：2.0 g

こめ　こめあぶら　さとう
ごま　じゃがいも
でんぷん

しょうが　たまねぎ　ピーマン
さやいんげん　キャベツ
にんじん　ごぼう　だいこん
ほししいたけ　さやえんどう

こめ　おおむぎ　こめこ
ノンエッグマヨネーズ
パンこ　オリーブゆ
こめあぶら　じゃがいも

パセリ　キャベツ
ブロッコリー　にんじん
たまねぎ　クリームコーン
コーン

こめ　もちごめ　でんぷん
さとう　こめあぶら
ごま　じゃがいも

たまねぎ　しょうが
ほししいたけ　ごぼう
にんじん　メンマ
こんにゃく　さやいんげん

こめ　じゃがいも
こめあぶら　でんぷん
ごまあぶら　さとう　ごま

しょうが　にんにく　ながねぎ
きゅうり　もやし　にんじん
たまねぎ　にら

ちゅうかめん　こめあぶら
じゃがいも　こめこ
さとう　ごま

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　もやし　きゅうり
うめぼし

こめ　パンこ　でんぷん
ごま　こめあぶら
じゃがいも　さとう

たまねぎ　もやし　にんじん
こまつな　ゆかりこ　しらたき
さやいんげん

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
たまねぎ　みつば

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

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　はねぎ

こめ　こむぎこ
ノンエッグマヨネーズ
こめあぶら　さとう
ラード　ごま　ねりごま

きりぼしだいこん　にんじん
しらたき　さやいんげん
たまねぎ　ごぼう　キャベツ
はねぎ

こめ　あまざけ
こめあぶら　じゃがいも

しょうが　にんじん　きゅうり
キャベツ　たまねぎ
ひめたけのこ

コッペパン　さとう
でんぷん　オリーブゆ
マカロニ　こめあぶら
じゃがいも　こめこ

あんず　なす　たまねぎ
トマト　にんにく　にんじん
キャベツ　きゅうり　しめじ
ブロッコリー

ソフトめん　こめあぶら
でんぷん　ごまあぶら
さとう　ごま

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　こまつな
キャベツ　コーン

こめ　こめあぶら
じゃがいも　パンこ
でんぷん　こむぎこ

にんじん　たまねぎ　キャベツ
こまつな　ごぼう　えのきたけ

こめ　おおむぎ　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　たまねぎ
えのきたけ　はねぎ

こめ　こめあぶら　さとう
でんぷん　じゃがいも

しそ　たまねぎ　もやし
にんじん　しょうが　パセリ
キャベツ

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

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　はねぎ

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

ほうれんそう　こまつな
きりぼしだいこん　もやし
にんじん　きゅうり
たまねぎ　えのきたけ

こめ　おおむぎ　ごま
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

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　キャベツ　もやし
さくらんぼ

こめこパン　こめあぶら
さとう　スパゲッティ
ごま　じゃがいも

たまねぎ　しょうが　にんにく
にんじん　きゅうり　コーン
キャベツ

こめ　おおむぎ　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

にんじん　たまねぎ
さやいんげん　キャベツ
しめじ

こめ　こめあぶら
でんぷん　さとう　ごま
ワンタン　ごまあぶら

ながねぎ　もやし　こまつな
コーン　ほうれんそう
たまねぎ　にんじん　メンマ
にら

令和4年　6月分 　　　　学　校　給　食　こ　ん　だ　て　表 〔明治小〕上越市教育委員会

日 曜
献　　　　　　　　立　　　　　　　　名 使　　　　用　　　　材　　　　料　　　　名

熱や力になるもの 体の調子を整えるもの


