
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

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
しんたまねぎのみそしる

ちりめんじゃこ あつあげ
ぎゅうにゅう ぶたにく
だいず あぶらあげ みそ

612 24.5 17.8 2.1

2 木
ごはん 牛乳 さけのあおばやき

きりぼしだいこんのいりに
うすくずじる

ぎゅうにゅう さけ みそ
さつまあげ かまぼこ とうふ
わかめ

630 28.1 18.2 2.1

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 さけ
チーズ ウインナー
いんげんまめ スキムミルク

662 28.9 23.2 2.5

6 月

ごはん 牛乳 【歯と口のけんこうしゅうかん】
のりつくだに ししゃもフライ
きりぼしだいこんのサラダ
かみかみとんじる

のり ぎゅうにゅう ししゃも
あおだいず くきわかめ だいず
みそ こうやどうふ ぶたにく

677 26.3 19.7 2.1

7 火

むぎごはん 牛乳 スパイスキーマカレー
くきわかめのサラダ
あじさいゼリー

ぎゅうにゅう ぶたにく
だいず くきわかめ

705 22.5 17.5 2.0

8 水
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　さわにわん
ぎゅうにゅう かつお
だいず のり かまぼこ

647 23.0 16.3 1.9

9 木
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

646 24.3 16.9 1.9

10 金

こめこ
まるパン

牛乳 やきキャベツメンチカツ
アーモンドサラダ
ほうれんそうのたまごスープ

ぎゅうにゅう とりにく
ぶたにく だいず たまご

635 27.7 26.4 2.6

13 月
ごはん 牛乳 いわしのフライうめみそソース

なめたけあえ
ごまとうにゅうみそしる

ぎゅうにゅう いわし みそ
ぶたにく とうふ とうにゅう

702 27.0 23.6 2.2

14 火
ごはん 牛乳 セルフのビビンバ

ちゅうかふうコーンたまごスープ
ヨーグルト

ぎゅうにゅう ぶたにく
だいず わかめ たまご
ヨーグルト

655 24.5 16.3 1.9

15 水
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

649 23.8 16.5 1.8

16 木

ソフトめん 牛乳 ジャージャーめん
うめこんぶサラダ
くるまふのラスク

ぎゅうにゅう ぶたにく
だいず みそ くきわかめ
こんぶ

673 28.1 18.7 2.0

17 金

カレー
ごはん

牛乳 たらのにんにくチーズパンこやき
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 たら
こなチーズ ウインナー
ミックスビーンズ

647 25.8 19.4 2.1

20 月
ごはん 牛乳 【食育の日こんだて：埼玉県】

わらじかつ　こまつなのおひたし
長瀞清流（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 のり わかめ
かまぼこ

682 23.6 21.4 2.2

21 火
ごはん はっこうにゅう

やさいいりしゅうまい
わかめとコーンのちゅうかあえ
ジャージャンどうふ

ヨーグルト とりにく
ぶたにく わかめ だいず
あつあげ みそ

635 24.6 15.4 1.8

22 水

ごはん 牛乳 【ふるさとこんだて】
さばのかんずりしおこうじやき
キャベツのあまざけみそドレッシングあえ

じょうえつのひめたけじる

ぎゅうにゅう さば みそ
ぶたにく たまご

627 27.7 17.7 2.0

23 木

ゆで

ちゅうかめん
牛乳 みそラーメン

だいずとこざかなのごまがらめ
きゅうりのこうみあえ

ぎゅうにゅう ぶたにく
なると みそ だいず
かたくちいわし

663 29.0 17.8 2.3

24 金
ごはん 牛乳 がんものふくめに

にんじんしりしり
じゃがたまみそしる

ぎゅうにゅう がんもどき
ツナ たまご ぶたにく
とうふ みそ

658 25.4 22.6 1.9

27 月
そばめし 牛乳

オムレツ　あおだいずサラダ
ごまたんたんスープ

ぎゅうにゅう ぶたにく
あおのり たまご とうふ
あおだいず なると みそ

660 26.6 25.9 2.4

28 火
ごはん 牛乳 いかのごまみそチーズやき

しらたきのつるつるいため
とりだんごごぼうじる

ぎゅうにゅう いか みそ
チーズ ベーコン とりにく
だいず

637 28.5 18.0 2.3

29 水
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

もやしときゅうりのちゅうかあえ
にらたまスープ

ぎゅうにゅう ぶたにく
こうやどうふ だいず
とうふ たまご

661 25.0 20.4 2.0

30 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

713 27.5 24.7 2.0

　☆ 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。

令和4年　6月分 　　　　　　　　学　校　給　食　献　立　表 〔上杉小〕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

こめ ごま さとう
でんぷん

うめぼし しょうが にんじん キャベツ
むらさきキャベツ プチマリン コーン
もやし たまねぎ えのきたけ ほうれんそう

こめ マヨネーズ あぶら
さとう ごま でんぷん

ほうれんそう きりぼしだいこん
にんじん こんにゃく さやいんげん
えのきたけ ながねぎ

コッペパン さとう あぶら
じゃがいも マカロニ こめこ
オリーブゆ

あんず 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

こめ みずあめ パンこ
こむぎこ あぶら さとう
じゃがいも

きりぼしだいこん にんじん きゅうり
コーン ごぼう たまねぎ こんにゃく

こめ おおむぎ あぶら
じゃがいも カレールウ
こめこ ごま

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 でんぷん じゃがいも
あぶら さとう ごま
はるさめ

しょうが もやし ほうれんそう にんじん
ごぼう えのきたけ だいこん ながねぎ

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

しそ たまねぎ にんじん しょうが
パセリ もやし キャベツ メンマ にら

こめこパン ラード でんぷん
あぶら アーモンド さとう
じゃがいも

キャベツ たまねぎ にんじん きゅうり
ブロッコリー コーン ほうれんそう

こめ こむぎこ パンこ
あぶら さとう ごま

うめぼし もやし きゅうり ほうれんそう
なめたけ にんじん たまねぎ キャベツ
にら

こめ ごまあぶら さとう
ごま じゃがいも でんぷん

にんにく しらたき きりぼしだいこん
もやし にんじん ほうれんそう
たまねぎ しめじ コーン

こめ さとう ごま 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 ゆかりこ
たまねぎ さやいんげん

ソフトめん あぶら でんぷん
ごまあぶら ごま くるまふ
バター さとう

しょうが にんにく にんじん たまねぎ
ほししいたけ メンマ もやし にら ながねぎ
キャベツ こんにゃく きゅうり うめぼし

こめ マヨネーズ パンこ
オリーブゆ さとう
じゃがいも

にんにく パセリ キャベツ きゅうり
あかピーマン コーン にんじん
たまねぎ しめじ ズッキーニ

こめ こむぎこ こめこ
パンこ あぶら さとう
はるさめ

こまつな にんじん もやし えのきたけ
たけのこ しらたき

こめ さとう こむぎこ
ごま ごまあぶら あぶら
でんぷん

コーン たまねぎ にんじん ほうれんそう
きゅうり もやし しょうが にんにく
ほししいたけ えのきたけ メンマ ながねぎ

こめ あまざけ あぶら
じゃがいも

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

中華めん あぶら でんぷん
ごま さとう ごまあぶら

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

こめ さとう あぶら ごま
でんぷん じゃがいも

にんじん もやし さやいんげん
たまねぎ ばんのうねぎ

こめ やきそばめん あぶら
さとう じゃがいも ごま
でんぷん

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

こめ ごま さとう あぶら
でんぷん パンこ
じゃがいも ごまあぶら

にんじん しめじ しらたき ピーマン
たまねぎ ごぼう ながねぎ

こめ でんぷん あぶら
ごまあぶら さとう

しょうが にんにく ながねぎ もやし
きゅうり プチマリン にんじん
えのきたけ たまねぎ コーン にら

今月
こ ん げ つ

の三
さ ん

和
わ

産
さ ん

食材
しょくざい

こめ あぶら でんぷん
さとう ごま じゃがいも
バター

にんじん ズッキーニ にんにく
たまねぎ こんにゃく キャベツ

一食平均エネルギー：658 Kcal たんぱく質：26.0 g 脂質：19.7 g 食塩：2.1 g

アスパラガス たまねぎ じゃがいも
きゅうり きりぼしだいこん
ほししいたけ にんにく ズッキーニ



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

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
しんたまねぎのみそしる

ちりめんじゃこ あつあげ
ぎゅうにゅう ぶたにく
だいず あぶらあげ みそ

612 24.5 17.8 2.1

2 木
ごはん 牛乳 さけのあおばやき

きりぼしだいこんのいりに
うすくずじる

ぎゅうにゅう さけ みそ
さつまあげ かまぼこ とうふ
わかめ

630 28.1 18.2 2.1

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 さけ
チーズ ウインナー
いんげんまめ スキムミルク

661 28.8 23.2 2.5

6 月

ごはん 牛乳 【歯と口のけんこうしゅうかん】
のりつくだに ししゃもフライ
きりぼしだいこんのサラダ
かみかみとんじる

のり ぎゅうにゅう ししゃも
あおだいず くきわかめ だいず
みそ こうやどうふ ぶたにく

676 26.3 19.7 2.1

7 火

むぎごはん 牛乳 スパイスキーマカレー
くきわかめのサラダ
あじさいゼリー

ぎゅうにゅう ぶたにく
だいず くきわかめ

703 22.5 17.6 2.0

8 水
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　さわにわん
ぎゅうにゅう かつお
だいず のり かまぼこ

645 24.8 16.0 2.0

9 木

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

637 23.7 16.2 1.8

10 金

こめこ
まるパン

牛乳 やきキャベツメンチカツ
アーモンドサラダ
ほうれんそうのたまごスープ

ぎゅうにゅう とりにく
ぶたにく だいず たまご

635 27.7 26.4 2.6

13 月
ごはん 牛乳 いわしのフライうめみそソース

なめたけあえ
ごまとうにゅうみそしる

ぎゅうにゅう いわし みそ
ぶたにく とうふ とうにゅう

698 26.9 23.5 2.2

14 火

ごはん 牛乳 セルフのビビンバ
ちゅうかふうコーンたまごスープ
ヨーグルト

ぎゅうにゅう ぶたにく
だいず わかめ たまご
ヨーグルト

655 24.9 16.2 2.0

15 水
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

648 23.8 16.5 1.8

16 木

ソフトめん 牛乳 ジャージャーめん
うめこんぶサラダ
くるまふのラスク

ぎゅうにゅう ぶたにく
だいず みそ くきわかめ
こんぶ

671 28.1 18.6 2.0

17 金

カレーごはん 牛乳 たらのにんにくチーズパンこやき
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 たら
こなチーズ ウインナー
ミックスビーンズ

641 25.8 18.7 2.1

20 月

ごはん 牛乳 【食育の日こんだて：埼玉県】
わらじかつ　こまつなのおひたし
長瀞清流（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 のり わかめ
かまぼこ

681 23.6 21.4 2.2

21 火

ごはん はっこうにゅう

やさいいりしゅうまい
わかめとコーンのちゅうかあえ
ジャージャンどうふ

ヨーグルト とりにく
ぶたにく わかめ だいず
あつあげ みそ

632 24.4 15.1 1.8

22 水

ごはん 牛乳 【ふるさとこんだて】
さばのかんずりしおこうじやき
キャベツのあまざけみそドレッシングあえ

じょうえつのひめたけじる

ぎゅうにゅう さば みそ
ぶたにく たまご

627 27.7 17.7 2.0

23 木

ゆで

ちゅうかめん
牛乳 みそラーメン

だいずとこざかなのごまがらめ
きゅうりのこうみあえ

ぎゅうにゅう ぶたにく
なると みそ だいず
かたくちいわし

660 28.7 17.7 2.3

24 金
ごはん 牛乳 がんものふくめに

にんじんしりしり
じゃがたまみそしる

ぎゅうにゅう がんもどき
ツナ たまご ぶたにく
とうふ みそ

654 25.1 22.2 1.9

27 月
そばめし 牛乳

オムレツ　あおだいずサラダ
ごまたんたんスープ

ぎゅうにゅう ぶたにく
あおのり たまご とうふ
あおだいず なると みそ

656 26.6 25.5 2.4

28 火

ごはん 牛乳 いかのごまみそチーズやき
しらたきのつるつるいため
とりだんごごぼうじる

ぎゅうにゅう いか みそ
チーズ ベーコン とりにく
だいず

637 28.5 18.0 2.3

29 水

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

もやしときゅうりのちゅうかあえ
にらたまスープ

ぎゅうにゅう ぶたにく
こうやどうふ だいず
とうふ たまご

661 24.7 20.3 2.0

30 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

706 27.6 24.0 1.9

　☆ 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。

今月
こ ん げ つ

の三
さ ん

和
わ

産
さ ん

食材
しょくざい

こめ あぶら でんぷん
さとう ごま じゃがいも
バター

にんじん ズッキーニ にんにく
たまねぎ こんにゃく キャベツ

一食平均エネルギー：656 Kcal たんぱく質：26.0 g 脂質：19.6 g 食塩：2.1 g

こめ やきそばめん あぶら
さとう じゃがいも ごま
でんぷん

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

こめ ごま さとう あぶら
でんぷん パンこ
じゃがいも ごまあぶら

にんじん しめじ しらたき ピーマン
たまねぎ ごぼう ながねぎ

こめ でんぷん あぶら
ごまあぶら さとう

しょうが にんにく ながねぎ もやし
きゅうり プチマリン にんじん
えのきたけ たまねぎ コーン にら

こめ あまざけ あぶら
じゃがいも

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

中華めん あぶら でんぷん
ごま さとう ごまあぶら

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

こめ さとう あぶら ごま
でんぷん じゃがいも

にんじん もやし さやいんげん
たまねぎ ばんのうねぎ

こめ マヨネーズ パンこ
オリーブゆ さとう
じゃがいも

にんにく パセリ キャベツ きゅうり
あかピーマン コーン にんじん
たまねぎ しめじ ズッキーニ

こめ こむぎこ こめこ
パンこ あぶら さとう
はるさめ

こまつな にんじん もやし えのきたけ
たけのこ しらたき

こめ さとう こむぎこ
ごま ごまあぶら あぶら
でんぷん

コーン たまねぎ にんじん ほうれんそう
きゅうり もやし しょうが にんにく
ほししいたけ えのきたけ メンマ ながねぎ

こめ ごまあぶら さとう
ごま じゃがいも でんぷん

にんにく しらたき きりぼしだいこん
もやし にんじん ほうれんそう
たまねぎ しめじ コーン

こめ さとう ごま 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 ゆかりこ
たまねぎ さやいんげん

ソフトめん あぶら でんぷん
ごまあぶら ごま くるまふ
バター さとう

しょうが にんにく にんじん たまねぎ
ほししいたけ メンマ もやし にら ながねぎ
キャベツ こんにゃく きゅうり うめぼし

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

しそ たまねぎ にんじん しょうが
パセリ もやし キャベツ メンマ にら

こめこパン ラード でんぷん
あぶら アーモンド さとう
じゃがいも

キャベツ たまねぎ にんじん きゅうり
ブロッコリー コーン ほうれんそう

こめ こむぎこ パンこ
あぶら さとう ごま

うめぼし もやし きゅうり ほうれんそう
なめたけ にんじん たまねぎ キャベツ
にら

こめ みずあめ パンこ
こむぎこ あぶら さとう
じゃがいも

きりぼしだいこん にんじん きゅうり
コーン ごぼう たまねぎ こんにゃく

こめ おおむぎ あぶら
じゃがいも カレールウ
こめこ ごま

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 でんぷん じゃがいも
あぶら さとう ごま
はるさめ

しょうが もやし ほうれんそう にんじん
ごぼう えのきたけ だいこん ながねぎ

こめ ごま さとう
でんぷん

うめぼし しょうが にんじん キャベツ
むらさきキャベツ プチマリン コーン
もやし たまねぎ えのきたけ ほうれんそう

こめ マヨネーズ あぶら
さとう ごま でんぷん

ほうれんそう きりぼしだいこん
にんじん こんにゃく さやいんげん
えのきたけ ながねぎ

コッペパン さとう あぶら
じゃがいも マカロニ こめこ
オリーブゆ

あんず 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

令和4年　6月分 　　　　　　　　学　校　給　食　献　立　表 〔美守小〕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

アスパラガス たまねぎ じゃがいも
きゅうり きりぼしだいこん
ほししいたけ にんにく ズッキーニ



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

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
しんたまねぎのみそしる

ちりめんじゃこ あつあげ
ぎゅうにゅう ぶたにく
だいず あぶらあげ みそ

608 24.5 17.6 2.0

2 木
ごはん 牛乳 さけのあおばやき

きりぼしだいこんのいりに
うすくずじる

ぎゅうにゅう さけ みそ
さつまあげ かまぼこ とうふ
わかめ

627 28.0 17.8 2.1

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 さけ
チーズ ウインナー
いんげんまめ スキムミルク

659 29.0 22.8 2.4

6 月

ごはん 牛乳 【歯と口のけんこうしゅうかん】
のりつくだに ししゃもフライ
きりぼしだいこんのサラダ
かみかみとんじる

のり ぎゅうにゅう ししゃも
あおだいず くきわかめ だいず
みそ こうやどうふ ぶたにく

678 26.2 19.7 2.1

7 火

むぎごはん 牛乳 スパイスキーマカレー
くきわかめのサラダ
あじさいゼリー

ぎゅうにゅう ぶたにく
だいず くきわかめ

701 22.3 17.5 2.0

8 水
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　さわにわん
ぎゅうにゅう かつお
だいず のり かまぼこ

647 24.3 16.1 2.0

9 木
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

638 23.5 16.3 1.9

10 金

こめこ
まるパン

牛乳 やきキャベツメンチカツ
アーモンドサラダ
ほうれんそうのたまごスープ

ぎゅうにゅう とりにく
ぶたにく だいず たまご

634 27.6 25.8 2.6

13 月
ごはん 牛乳 いわしのフライうめみそソース

なめたけあえ
ごまとうにゅうみそしる

ぎゅうにゅう いわし みそ
ぶたにく とうふ とうにゅう

693 26.7 22.8 2.2

14 火
ごはん 牛乳 セルフのビビンバ

ちゅうかふうコーンたまごスープ
ヨーグルト

ぎゅうにゅう ぶたにく
だいず わかめ たまご
ヨーグルト

651 24.3 16.1 1.9

15 水
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

648 23.8 16.5 1.8

16 木

ソフトめん 牛乳 ジャージャーめん
うめこんぶサラダ
くるまふのラスク

ぎゅうにゅう ぶたにく
だいず みそ くきわかめ
こんぶ

672 27.9 18.6 1.9

17 金

カレー
ごはん

牛乳 たらのにんにくチーズパンこやき
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 たら
こなチーズ ウインナー
ミックスビーンズ

653 25.9 19.9 2.1

20 月
ごはん 牛乳 【食育の日こんだて：埼玉県】

わらじかつ　こまつなのおひたし
長瀞清流（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 のり わかめ
かまぼこ

679 23.8 21.4 2.2

21 火
ごはん はっこうにゅう

やさいいりしゅうまい
わかめとコーンのちゅうかあえ
ジャージャンどうふ

ヨーグルト とりにく
ぶたにく わかめ だいず
あつあげ みそ

630 24.1 14.9 1.8

22 水

ごはん 牛乳 【ふるさとこんだて】
さばのかんずりしおこうじやき
キャベツのあまざけみそドレッシングあえ

じょうえつのひめたけじる

ぎゅうにゅう さば みそ
ぶたにく たまご

626 27.7 17.7 2.0

23 木

ゆで

ちゅうかめん
牛乳 みそラーメン

だいずとこざかなのごまがらめ
きゅうりのこうみあえ

ぎゅうにゅう ぶたにく
なると みそ だいず
かたくちいわし

666 29.4 17.9 2.3

24 金
ごはん 牛乳 がんものふくめに

にんじんしりしり
じゃがたまみそしる

ぎゅうにゅう がんもどき
ツナ たまご ぶたにく
とうふ みそ

650 25.0 22.0 1.9

27 月
そばめし 牛乳

オムレツ　あおだいずサラダ
ごまたんたんスープ

ぎゅうにゅう ぶたにく
あおのり たまご とうふ
あおだいず なると みそ

665 26.6 25.9 2.4

28 火
ごはん 牛乳 いかのごまみそチーズやき

しらたきのつるつるいため
とりだんごごぼうじる

ぎゅうにゅう いか みそ
チーズ ベーコン とりにく
だいず

626 28.1 17.4 2.3

29 水
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

もやしときゅうりのちゅうかあえ
にらたまスープ

ぎゅうにゅう ぶたにく
こうやどうふ だいず
とうふ たまご

653 24.1 20.1 2.0

30 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

698 27.1 23.4 1.9

　☆ 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。

令和4年　6月分 　　　　　　　　学　校　給　食　献　立　表 〔里公小〕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

こめ ごま さとう
でんぷん

うめぼし しょうが にんじん キャベツ
むらさきキャベツ プチマリン コーン
もやし たまねぎ えのきたけ ほうれんそう

こめ マヨネーズ あぶら
さとう ごま でんぷん

ほうれんそう きりぼしだいこん
にんじん こんにゃく さやいんげん
えのきたけ ながねぎ

コッペパン さとう あぶら
じゃがいも マカロニ こめこ
オリーブゆ

あんず 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

こめ みずあめ パンこ
こむぎこ あぶら さとう
じゃがいも

きりぼしだいこん にんじん きゅうり
コーン ごぼう たまねぎ こんにゃく

こめ おおむぎ あぶら
じゃがいも カレールウ
こめこ ごま

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 でんぷん じゃがいも
あぶら さとう ごま
はるさめ

しょうが もやし ほうれんそう にんじん
ごぼう えのきたけ だいこん ながねぎ

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

しそ たまねぎ にんじん しょうが
パセリ もやし キャベツ メンマ にら

こめこパン ラード でんぷん
あぶら アーモンド さとう
じゃがいも

キャベツ たまねぎ にんじん きゅうり
ブロッコリー コーン ほうれんそう

こめ こむぎこ パンこ
あぶら さとう ごま

うめぼし もやし きゅうり ほうれんそう
なめたけ にんじん たまねぎ キャベツ
にら

こめ ごまあぶら さとう
ごま じゃがいも でんぷん

にんにく しらたき きりぼしだいこん
もやし にんじん ほうれんそう
たまねぎ しめじ コーン

こめ さとう ごま 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 ゆかりこ
たまねぎ さやいんげん

ソフトめん あぶら でんぷん
ごまあぶら ごま くるまふ
バター さとう

しょうが にんにく にんじん たまねぎ
ほししいたけ メンマ もやし にら ながねぎ
キャベツ こんにゃく きゅうり うめぼし

こめ マヨネーズ パンこ
オリーブゆ さとう
じゃがいも

にんにく パセリ キャベツ きゅうり
あかピーマン コーン にんじん
たまねぎ しめじ ズッキーニ

こめ こむぎこ こめこ
パンこ あぶら さとう
はるさめ

こまつな にんじん もやし えのきたけ
たけのこ しらたき

こめ さとう こむぎこ
ごま ごまあぶら あぶら
でんぷん

コーン たまねぎ にんじん ほうれんそう
きゅうり もやし しょうが にんにく
ほししいたけ えのきたけ メンマ ながねぎ

こめ あまざけ あぶら
じゃがいも

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

中華めん あぶら でんぷん
ごま さとう ごまあぶら

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

こめ さとう あぶら ごま
でんぷん じゃがいも

にんじん もやし さやいんげん
たまねぎ ばんのうねぎ

こめ やきそばめん あぶら
さとう じゃがいも ごま
でんぷん

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

こめ ごま さとう あぶら
でんぷん パンこ
じゃがいも ごまあぶら

にんじん しめじ しらたき ピーマン
たまねぎ ごぼう ながねぎ

こめ でんぷん あぶら
ごまあぶら さとう

しょうが にんにく ながねぎ もやし
きゅうり プチマリン にんじん
えのきたけ たまねぎ コーン にら

今月
こ ん げ つ

の三
さ ん

和
わ

産
さ ん

食材
しょくざい

こめ あぶら でんぷん
さとう ごま じゃがいも
バター

にんじん ズッキーニ にんにく
たまねぎ こんにゃく キャベツ

一食平均エネルギー：655 Kcal たんぱく質：25.9 g 脂質：19.5 g 食塩：2.1 g

アスパラガス たまねぎ じゃがいも
きゅうり きりぼしだいこん
ほししいたけ にんにく ズッキーニ


