
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

こめ粉パン 牛乳 チリビーンズ
スパゲティーサラダ
コンソメスープ

牛乳　豚肉　大豆
ベーコン 824 36.2 24.1 3.5

2 木

麦ごはん 牛乳 セルフのツナそぼろ丼
青のりポテト
きゃべつの豚汁

牛乳　ツナ　大豆　ひじき
卵　青のり　豚肉　厚揚げ
みそ　大豆

841 32.9 26.0 2.1

3 金
ごはん 牛乳 タラと大豆の揚げ煮

カレーもやし
かきたま寒天スープ

牛乳　まだら　大豆
なると　豆腐　卵 793 30.1 22.7 2.4

6 月

ごはん 牛乳 【歯と口の健康週間】
めぎすのから揚げ
    ごまケチャップソースかけ
ひじきと大豆のかみかみサラダ
かみかみ五目汁

牛乳　めぎす　ひじき
青大豆　さつま揚げ
茎わかめ　高野豆腐

784 31.4 21.9 2.5

7 火

ごはん 牛乳
さけの青葉焼き
ごま酢和え
小松菜とじゃがいものみそ汁

牛乳　鮭　みそ　豆腐
油揚げ　大豆

776 34.4 23.2 2.2

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

牛乳　豚肉　白いんげん豆
大豆　金時豆　わかめ

853 28.0 17.6 2.4

9 木

ごはん 牛乳
ごろっと大豆フライ
キャベツと小松菜のいそあえ
新たまねぎのみそ汁

牛乳　大豆　豚肉　のり
厚揚げ　みそ

802 27.3 23.2 2.2

10 金

梅じゃこごはん 牛乳
厚揚げの塩そぼろあんかけ
あじさい和え
かきたま汁

ちりめんじゃこ　牛乳
厚揚げ　鶏肉　豆腐　卵

774 33.2 21.1 2.2

13 月

ごはん 牛乳
豚肉の青じそ炒め
チーズポテト
しおこうじスープ

牛乳　豚肉　みそ　チーズ
鶏肉　うずら卵

766 33.4 19.4 2.2

14 火

ごはん 牛乳 【ふるさと献立】
さばの二倍酢焼き
キャベツの甘酒みそドレッシング

上越の姫竹汁

牛乳　さば　みそ　豚肉
卵

755 34.7 20.3 2.2

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
鮭団子のクリームポタージュ

牛乳　卵　鮭　たら
白いんげん豆
スキムミルク

810 33.9 23.6 3.1

16 木

ソフト麺 牛乳
ジャージャー麺
寒天サラダ
ヨーグルト

牛乳　豚肉　大豆　みそ
ヨーグルト

814 36.4 16.4 2.6

17 金

ごはん 牛乳 【食育の日　埼玉県】
秩父名物　わらじかつ
小松菜のおひたし
長瀞清流すまし汁
ゆずゼリー

牛乳　豚肉　油揚げ　豆腐
かまぼこ

835 28.9 24.6 2.4

21 火

ごはん 牛乳
ししゃもの磯部揚げ
切り干し大根の炒り煮
とり団子のごまみそ汁

牛乳　ししゃも　青のり
さつま揚げ　鶏肉　みそ
豚肉

773 28.3 22.4 2.4

22 水

ごはん 牛乳 じゃがいもと高野豆腐の
            チリソースがらめ
ピリ辛きゅうり
にらたまみそ汁

牛乳　高野豆腐　豆腐　卵
みそ　大豆

792 27.3 25.2 2.4

23 木

ゆで中華麺 牛乳
わかめラーメンスープ
野菜入りシュウマイ
梅こんぶサラダ

牛乳　豚肉　なると
うずら卵　わかめ　鶏肉
昆布

844 35.6 23.6 3.1

27 月

ごはん 牛乳
豚肉の生姜炒め
いんげんのごまあえ
のっぺい汁

牛乳　豚肉　ちくわ
厚揚げ 710 28.5 16.1 2.2

28 火

カレー麦ごはん 牛乳
たらの香りパン粉焼き
ブロッコリーサラダ
コーンチャウダー

牛乳　たら　粉チーズ
ベーコン　白いんげん豆
スキムミルク

775 33.2 16.7 2.1

29 水

ごはん 牛乳
肉団子のもち米蒸し
五目きんぴら
もずくのみそ汁

牛乳　豚肉
さつま揚げ　厚揚げ
もずく　みそ

766 26.0 19.4 2.5

30 木

ごはん 牛乳
あじフライ
たくあん和え
豚キムチ汁　角チーズ

牛乳　あじ　豚肉　厚揚げ
みそ　チーズ

755 32.5 18.7 2.9

　　　　　　　　学　校　給　食　献　立　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熱や力になるもの

玉ねぎ　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　ごぼう　さやいんげん
キャベツ　玉ねぎ　しめじ

長ねぎ　もやし　小松菜　コーン
にんじん　メンマ　干ししいたけ
キャベツ　寒天

こんにゃく　キャベツ　きゅうり
コーン　ごぼう　にんじん　大根
干ししいたけ　葉ねぎ

米　大麦　ごま　米油
砂糖　じゃがいも
オリーブ油　ごま油

米　米油　でんぷん　砂糖
ごま　ごま油

米　米粉　米油　砂糖
ごま　じゃがいも
ごま油

こめ粉パン　米油　砂糖
スパゲッティ　ごま
じゃがいも

梅干し　しょうが　キャベツ
紫キャベツ　にんじん　もやし
コーン　玉ねぎ　えのきたけ
葉ねぎ

しょうが　にんにく　にんじん
玉ねぎ　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　玉ねぎ　キャベツ
小松菜　ごぼう　えのきたけ

米　米油　じゃがいも
パン粉　でんぷん　小麦粉

ほうれん草　切干大根　もやし
にんじん　きゅうり　玉ねぎ
えのきたけ　小松菜

米　大麦　ごま　砂糖
でんぷん

米　ノンエッグマヨネーズ
米粉　ごま　砂糖
じゃがいも

米　大麦　米油
じゃがいも　カレールウ
米粉　ごま油　砂糖
ごま

米　大麦
ノンエッグマヨネーズ
パン粉　オリーブ油
米油　じゃがいも　米粉

米　もち米　でんぷん
砂糖　米油　ごま
じゃがいも

米　甘酒　米油
じゃがいも

米　米油　砂糖　でんぷん
じゃがいも

コッペパン　砂糖
オリーブ油　マカロニ
米油　じゃがいも　米粉

中華麺　米油　砂糖
小麦粉　ごま

ソフトめん　米油
でんぷん　ごま油　砂糖
ごま

米　小麦粉
ノンエッグマヨネーズ
パン粉　米油　砂糖

米　じゃがいも　米油
でんぷん　ごま油　砂糖
ごま

一食平均エネルギー：792 Kcal

メンマ　にんじん　玉ねぎ
コーン　長ねぎ　しょうが
ほうれん草　キャベツ　もやし
きゅうり　梅干し

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　長ねぎ　小松菜
キャベツ　コーン　寒天

たんぱく質：31.6 g

しそ　玉ねぎ　もやし　にんじん
しょうが　パセリ　キャベツ

パセリ　キャベツ　ブロッコリー
にんじん　玉ねぎ
クリームコーン　コーン

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

キャベツ　きゅうり　たくあん
玉ねぎ　キムチ　にら

しょうが　にんじん　きゅうり
キャベツ　玉ねぎ　姫たけのこ

あんず　なす　玉ねぎ　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

脂質：21.3 g

しょうが　玉ねぎ　ピーマン
さやいんげん　キャベツ
にんじん　ごぼう　大根
干ししいたけ　さやえんどう

米　小麦粉
ノンエッグマヨネーズ
米油　砂糖　ごま
ねりごま

切干大根　にんじん　しらたき
さやいんげん　玉ねぎ　ごぼう
キャベツ　ほうれん草

しょうが　にんにく　長ねぎ
きゅうり　もやし　にんじん
玉ねぎ　にら

〔頸城中〕上越市教育委員会

食塩：2.5 g

小松菜　にんじん　もやし
えのきたけ　しらたき　玉ねぎ
三つ葉　ゆず

米　小麦粉　パン粉　米油
ごま　じゃがいも

米　米油　砂糖　ごま
じゃがいも　でんぷん


