
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 　野菜スープ

牛乳　卵　ベーコン
白いんげん豆

794 29.2

2 木

ごはん 牛乳
さけの青葉やき　 ごまずあえ
もずくのみそ汁

牛乳　鮭　みそ
豆腐　もずく

756 32.5

3 金

ごはん 牛乳 厚揚げとじゃが芋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

牛乳　厚揚げ　豚肉
なると

746 25.3

6 月

ごはん 牛乳 ★セルフのカミカミどん
ローストポテト
ほうれん草のみそ汁

牛乳　豚肉　みそ　厚揚げ 752 28.4

7 火

わかめごはん 牛乳
★めぎすの米粉あげ薬味ソース
おひたし　じゃがたまみそしる

わかめ　牛乳　めぎす
油揚げ　みそ

786 29.0

8 水

カレーむぎごはん 牛乳
大潟トマトのハヤシライス
★青大豆サラダ　角チーズ

牛乳　豚肉　白いんげん豆
青大豆　チーズ

829 26.8

9 木

ごはん 牛乳 豚肉のおいだれかけ
野菜いため
★かみかみけんちん汁

牛乳　豚肉　ベーコン
　豆腐　打ち豆

770 33.5

10 金

ごはん 牛乳
いわしのカリカリフライ
春雨サラダ　キムチ豚汁

牛乳　まいわし　豚肉
豆腐　みそ

801 26.8

13 月

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

牛乳　ツナ　大豆　油揚げ
みそ　卵

860 32.1

14 火

ごはん 牛乳
コーンしゅうまい　中華あえ
マーボー豆腐

牛乳　たら　大豆
わかめ　豚肉　豆腐　みそ

789 31.2

15 水

ごはん 牛乳 ちくわのカレーマヨ焼き
じゃがたまソテー
たまねぎとふのみそ汁

牛乳　ちくわ　かつお節
ツナ　油揚げ　みそ　卵

784 26.8

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

牛乳　豚肉　なると　わかめ
鶏肉　昆布

787 34.8

17 金

うめじゃこごはん 牛乳 ◇ふるさと献立◇
厚揚げのしおそぼろかけ
キャベツの甘酒みそドレッシングサラダ
ひめたけ汁

ちりめんじゃこ　牛乳　厚揚げ
豚肉　みそ　卵

822 35.4

21 火
ごはん 牛乳

さばのしょうが煮　ゆかりあえ
豚汁

牛乳　さば　豚肉　厚揚げ
みそ

791 35.9

22 水

ごはん 牛乳 ◇食育の日　埼玉県◇
秩父名物　わらじかつ
小松菜のいそあえ
長瀞（ながとろ）清流すまし汁

牛乳　豚肉　のり　豆腐
かまぼこ

769 32.3

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
ヨーグルト

牛乳　豚肉　大豆　みそ
ヨーグルト

802 34.5

27 月

麦ごはん 牛乳 大潟野菜とひき肉のカレー
こんにゃくと海藻のサラダ
豆乳パンナコッタ

牛乳　豚肉　うずら卵
大豆　茎わかめ　豆乳

865 26.1

28 火
ごはん 牛乳 じゃこの手づくりさくさくりふりかけ

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　かつお節
青のり　牛乳　厚揚げ
ツナ　卵

772 33.1

29 水

パインこめこパン 牛乳 ひじきと大豆のチーズやき
コールスローサラダ
みそチャウダー

牛乳　豚肉　ひじき　大豆
チーズ　ベーコン
白いんげん豆　みそ

884 39.2

30 木
ごはん 牛乳

ふとまきたまご　いそマヨサラダ
めぎすのつみれ汁

牛乳　卵　のり　めぎす
豆腐　みそ

731 27.5

熱や力になるもの

〔大潟町中〕上越市教育委員会

長ねぎ　もやし　小松菜　コーン
にんじん　玉ねぎ　えのきたけ

米　小麦粉
ノンエッグマヨネーズ
パン粉　米油　砂糖

米　砂糖　じゃがいも
パン粉　なたね油　米油
緑豆春雨　ごま油　ごま

米　砂糖　ごま　じゃがいも

　　　　　　　　学　校　給　食　献　立　表

りんご　にんにく　玉ねぎ　ピーマン
しめじ　トマト　にんじん　キャベツ

ほうれん草　もやし　にんじん
小松菜　きゅうり　長ねぎ

きゅうり　もやし　コーン　にんじん
玉ねぎ　長ねぎ

体の調子を整えるもの

米　大麦　米油　砂糖
アーモンド　ごま油
じゃがいも

しょうが　にんにく　玉ねぎ　にんじん
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　干ししいたけ
ごぼう　長ねぎ

にんじん　ごぼう　ピーマン　もやし
にら　玉ねぎ　キャベツ

令和4年　6月分

日 曜
献　　　　　　　　立　　　　　　　　名 使　　　　用　　　　材　　　　料　　　　名

コッペパン　りんごジャム
スパゲッティ　米油
じゃがいも　砂糖

米　水あめ　ごま　米粉
米油　砂糖　じゃがいも

米　大麦　米油　じゃがいも
ハヤシルウ

米　砂糖　米油　じゃがいも
ごま油

米　ラード　でんぷん
パン粉　小麦粉　砂糖　ごま
ごま油　米油

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。

米　ノンエッグマヨネーズ
ごま　砂糖　じゃがいも

米　じゃがいも　米油　砂糖
ごま　ごま油　ワンタン

米　米油　砂糖　ごま
でんぷん　じゃがいも

ごぼう　こんにゃく　メンマ　ピーマン
にんじん　えのきたけ　玉ねぎ
ほうれん草

パインチップ　玉ねぎ　トマト
にんじん　キャベツ　きゅうり　コーン
パセリ

もやし　小松菜　にんじん　玉ねぎ
ごぼう　長ねぎ

米　ノンエッグマヨネーズ
じゃがいも　米油　ふ

中華麺　米油　でんぷん
ごま油　アーモンド　砂糖

ソフトめん　砂糖　米油
ラード　小麦粉　でんぷん
ごま　ごま油

米　大麦　ごま　砂糖
でんぷん　甘酒　米油
じゃがいも

しょうが　もやし　きゅうり　にんじん
玉ねぎ　長ねぎ　キムチ

☆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。

★２０日（月）、２４日（金）は給食はありません。
食塩：2.5 g一食平均エネルギー：795 Kcal

しょうが　にんにく　にんじん　玉ねぎ
干ししいたけ　もやし　メンマ　にら
キャベツ　きゅうり　コーン

しょうが　にんじん　玉ねぎ　長ねぎ
キャベツ　にら　もやし　きゅうり

しょうが　大根　キャベツ　もやし
にんじん　ゆかり粉　玉ねぎ　こんにゃく
長ねぎ

小松菜　にんじん　もやし　えのきたけ
しらたき　長ねぎ

米　砂糖　でんぷん
油　ノンエッグマヨネーズ
じゃがいも

たんぱく質：31.0 g 脂質：21.2 g

しょうが　にんにく　玉ねぎ　にんじん
かぼちゃ　トマト　サラダこんにゃく
キャベツ　いちご

しょうが　にんじん　キャベツ　にら
玉ねぎ　コーン　えのきたけ
クリームコーン　ほうれん草　長ねぎ

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

さやいんげん　玉ねぎ　にんじん
えのきたけ　キャベツ

梅　にんじん　きゅうり　キャベツ
玉ねぎ　姫たけのこ

米　大麦　米油　じゃがいも
カレールウ　砂糖　ごま
でんぷん

米　パン粉　砂糖　米油
じゃがいも

こめ粉パン　米油
じゃがいも　砂糖

【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！


