
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(赤) 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

617 26.5

2 木

むぎごはん 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　だいず
ひじき　たまご　あおのり
ぶたにく　あつあげ　みそ　だいず

672 26.9

3 金
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

647 24.5

7 火

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

621 23.4

8 水

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サラダ

じょうえつのひめたけじる
あじさいゼリー

ぎゅうにゅう　いか
みそ　ぶたにく
たまご　さば

609 28.1

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
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
あおだいず　とうふ　かまぼこ

591 25.4

10 金

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
さけだんごのクリームポタージュ

ぎゅうにゅう　たまご
さけ　たら
しろいんげんまめ
スキムミルク

601 24.8

13 月
ごはん 牛乳 ごろっとだいずフライ

きゅうりのふうみづけ
たまねぎととうふのみそしる

ぎゅうにゅう　だいず
ぶたにく　こんぶ
とうふ　みそ

649 22.4

14 火
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
さつまあげ　とうふ
わかめ　みそ　だいず

631 27.1

15 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

652 24.9

16 木

ソフトめん 牛乳
ジャージャーめん
みかんサラダ
ミルクプリン

ぎゅうにゅう　ぶたにく
だいず　みそ

673 31.2

17 金

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ツナいため
ポークビーンズ

ぎゅうにゅう　たまご
ツナ　ウインナー
だいず

626 26.6

20 月
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

634 25.0

21 火

ごはん 牛乳 【しょうくいくの日　さいたま県】
あじつけのり
秩父(ちちぶ)めいぶつ　わらじかつ
こまつなのおひたし
長瀞(ながとろ)せいりゅうすましじる

のり　ぎゅうにゅう
ぶたにく　あぶらあげ
とうふ　かまぼこ

690 25.3

22 水

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

625 28.0

23 木

ゆでちゅうかめん 牛乳
みそラーメン
やきぎょうざ
うめこんぶサラダ

ぎゅうにゅう　ぶたにく
みそ　とりにく　だいず
こんぶ

642 26.3

24 金
ごはん 牛乳 いわしのカリカリフライ

きりぼしだいこんのいりに
とりだんごのみそしる

ぎゅうにゅう　まいわし
ひじき　こうやどうふ
とりにく　みそ　だいず
ぶたにく

628 22.2

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

718 29.4

28 火

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　うずらたまご

676 26.7

29 水

むぎごはん 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

656 19.2

30 木
ごはん 牛乳 タラとだいずのあげに

もやしのいそナムル
はるさめスープ

ぎゅうにゅう　まだら
だいず　のり　なると
とうふ

680 25.8

一食平均エネルギー：645 Kcal

　　　　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(緑)

〔板倉小学校〕上越市教育委員会

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　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　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　こめあぶら
あまざけ　じゃがいも

こめ　おおむぎ　ごま
さとう　でんぷん

コッペパン　さとう
でんぷん　こめあぶら
マカロニ　じゃがいも
こめこ

しょうが　にんにく　にんじん
きゅうり　キャベツ　コーン
たまねぎ　ひめたけのこ
たけのこ

あんず　なす　たまねぎ　トマト
にんにく　にんじん　アスパラガス
きゅうり　コーン　キャベツ
しめじ　ブロッコリー

こめ　パンこ
オリーブゆ　さとう
じゃがいも

こめ　こめあぶら
ごまあぶら　ごま
パンこ　でんぷん　こむぎこ

こめ　ﾉﾝｴｯｸﾞﾏﾖﾈｰｽﾞ
こめこ　ごま　さとう
じゃがいも

熱や力になるもの(黄)

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

にんじん　ごぼう　いんげん
きゃべつ　たまねぎ　しめじ

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

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

にんじん　たまねぎ　きゅうり
キャベツ　しょうが　えのきたけ
もやし　はねぎ

うめぼし　しょうが　キャベツ　にんじん
もやし　えのきたけ　ながねぎ
ほうれんそう

こめ　おおむぎ　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　さとう　じゃがいも
げんまい　パンこ
なたねあぶら　こめあぶら
ラード

こめ　こめあぶら
さとう　ごま
じゃがいも　でんぷん

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
でんぷん　じゃがいも
ワンタン　ごまあぶら

こめ　こめあぶら
さとう　ごま
じゃがいも

ソフトめん　こめあぶら
でんぷん　ごまあぶら
さとう

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

こめこパン　くろざとう
さとう　だいずあぶら
こめあぶら　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

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　もやし　はねぎ

しょうが　たまねぎ　あかピーマン
ピーマン　キャベツ　もやし
ほうれんそう　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

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
チンゲンサイ

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

しそ　たまねぎ　もやし　にんじん
しょうが　パセリ　キャベツ
メンマ　コーン　こまつな

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　あまなつ缶

もやし　にんじん　ほうれんそう
コーン　あかしそ　たまねぎ
しらたき　さやいんげん

しょうが　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　ほうれんそう

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
コーン　えのきたけ　しらたき
たけのこ　みずな　ながねぎ

パセリ　にんにく　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

食塩：2.0 g

にんにく　しょうが　メンマ　たまねぎ
にんじん　キャベツ　もやし　コーン
ながねぎ　にら　サラダこんにゃく
きゅうり　うめぼし

たまねぎ　アスパラガス　にんじん
セロリー　キャベツ
さやいんげん　トマト

こめ　こめあぶら
でんぷん　さとう　ごま
ごまあぶら　はるさめ

たんぱく質：25.7 g 脂質：18.3 g

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

食材の仕入れ状況や感染症等の流行により、急遽献立を変更する場合があります。



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(赤) 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

617 26.5

2 木
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　だいず
ひじき　あおのり　ぶたにく
あつあげ　みそ　だいず

653 25.5

3 金
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

657 25.6

6 月
ごはん 牛乳 ちくわのごまマヨやき

しょうゆフレンチ
とうふとわかめスープ

ぎゅうにゅう　ちくわ
わかめ　とうふ

582 20.9

7 火

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

612 22.3

8 水

ごはん 牛乳 【ふるさと献立】

ぶたにくのしおこうじやき
キャベツのあまざけみそドレサラダ
◎じょうえつのひめたけじる
あじさいゼリー

ぎゅうにゅう　ぶたにく
みそ　とうふ　たまご
さば

614 27.4

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
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　あおだいず
とうふ　かまぼこ

591 25.1

10 金

コッペパン 牛乳 あんずジャム
とうふハンバーグの

          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　とうふ
たら　さけ　とりにく
しろいんげんまめ
とうにゅう　ぶたにく

600 25.6

13 月

ごはん 牛乳
◎ごろっとだいずフライ
きゅうりのふうみづけ
たまねぎととうふのみそしる

ぎゅうにゅう　だいず
ぶたにく　こんぶ
とうふ　みそ

649 22.4

14 火
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
さつまあげ　とうふ
わかめ　みそ　だいず

636 27.6

15 水
ごはん 牛乳 ぶたにくのあおじそいため

ローストポテト
かんてんスープ

ぎゅうにゅう　ぶたにく
みそ　なると　かんてん

599 21.6

16 木

ソフトめん 牛乳
ジャージャーめん
みかんサラダ

ぎゅうにゅう　ぶたにく
だいず　みそ

633 31.7

17 金

こくとういりこめこパン

牛乳 ボイルウインナーのケチャップソース

アスパラとポテトのツナいため
トマトビーンズ

ぎゅうにゅう　ウインナー
ツナ　ベーコン　だいず

672 27.7

20 月
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

626 24.1

21 火

ごはん
あじつけ

のり

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

のり　ぎゅうにゅう
ぶたにく　あぶらあげ
とうふ　かまぼこ

685 25.2

22 水

カレーごはん 牛乳 あじのこうみパンこやき
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
ウインナー　ﾐｯｸｽﾋﾞｰﾝｽﾞ

619 27.6

23 木

ゆでちゅうかめん
牛乳 みそラーメン

◎やきぎょうざ
うめこんぶサラダ

ぎゅうにゅう　ぶたにく
みそ　とりにく　だいず
こんぶ

638 25.5

24 金
ごはん 牛乳 いわしのカリカリフライ

きりぼしだいこんのいりに
とりだんごのみそしる

ぎゅうにゅう　まいわし
ひじき　こうやどうふ
とりにく　みそ　だいず

644 23.7

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

614 24.0

28 火
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

643 24.7

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

653 19.5

30 木
ごはん 牛乳 タラとだいずのあげに

もやしのいそナムル
はるさめスープ

ぎゅうにゅう　まだら
だいず　のり　なると
とうふ

673 25.5

食塩：2.0 g一食平均エネルギー：632 Kcal

パセリ　にんにく　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

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　あまなつ缶

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　こめあぶら
でんぷん　さとう　ごま
ごまあぶら　はるさめ

たんぱく質：25.0 g 脂質：17.9 g

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

にんにく　しょうが　メンマ　たまねぎ
にんじん　キャベツ　もやし　コーン
ながねぎ　にら　サラダこんにゃく
きゅうり　うめぼし

こめ　こめあぶら　さとう
でんぷん　じゃがいも　オリーブゆ
ごまあぶら

こめ　こめパンこ
オリーブゆ　さとう
じゃがいも

ソフトめん　こめあぶら
でんぷん　ごまあぶら

こめこパン　くろざとう
こめあぶら　じゃがいも
さとう

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

もやし　にんじん　ほうれんそう
コーン　あかしそ　たまねぎ
しらたき　さやいんげん

こまつな　にんじん　もやし
コーン　えのきたけ　しらたき
たけのこ　みずな　ながねぎ

しょうが　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　ほうれんそう

しょうが　たまねぎ　あかピーマン　ピーマン
キャベツ　もやし　ほうれんそう　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

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　チンゲンサイ

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　もやし　はねぎ

しそ　たまねぎ　もやし
にんじん　しょうが　パセリ
キャベツ　メンマ　コーン　こまつな

たまねぎ　アスパラガス
にんじん　セロリー　キャベツ
さやいんげん　トマト

あんず　なす　たまねぎ　トマト
にんにく　にんじん　きゅうり
もやし　アスパラガス　コーン
キャベツ　しめじ　ブロッコリー

しょうが　にんにく　にんじん
きゅうり　キャベツ　コーン
たまねぎ　ひめたけのこ
たけのこ

うめぼし　しょうが　キャベツ
にんじん　もやし　えのきたけ
ながねぎ　ほうれんそう

こめ　こめこ
こめあぶら　オリーブゆ
さとう　じゃがいも

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

こめ　さとう　げんまい
じゃがいも　なたねあぶら
こめあぶら　ラード　パンこ

こめ　こめあぶら
さとう　ごま
じゃがいも　でんぷん

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
パンこ　でんぷん
こむぎこ

にんじん　たまねぎ　きゅうり
キャベツ　しょうが　えのきたけ
もやし　はねぎ

こめ　ﾉﾝｴｯｸﾞﾏﾖﾈｰｽﾞ
こめこ　ごま　さとう
じゃがいも

熱や力になるもの(黄)

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

にんじん　ごぼう　コーン
さやいんげん　キャベツ
たまねぎ　しめじ

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

ほうれんそう　もやし　キャベツ
にんじん　たまねぎ　コーン
ながねぎ

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

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　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　ﾉﾝｴｯｸﾞﾏﾖﾈｰｽﾞ
ごま　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　こめあぶら
あまざけ　じゃがいも

こめ　ごま　さとう
でんぷん

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　こめこ
ﾉﾝｴｯｸﾞﾏﾖﾈｰｽﾞ
こめパンこ
こめあぶら　さとう

コッペパン　さとう
でんぷん　こめあぶら
じゃがいも　こめこ

　　　　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(緑)

〔豊原小学校〕上越市教育委員会

食材の仕入れ状況や感染症等の流行により、急遽献立を変更する場合があります。


