
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

梅じゃこ
ごはん

牛乳 揚げ出し豆腐のそぼろあんかけ
あじさいあえ
新玉ねぎのみそ汁

ちりめんじゃこ 牛乳 豆腐
豚肉 大豆 油揚げ みそ

808 29.8 23.2 2.6

2 木

ごはん 牛乳 鮭の青葉焼き
切り干し大根の炒り煮
うすくず汁

牛乳 鮭 みそ さつま揚げ
かまぼこ 豆腐 わかめ

795 34.1 21.8 2.5

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
鮭団子のクリームポタージュ

牛乳 卵 ウインナー チーズ
鮭 白いんげん豆
スキムミルク

851 36.5 28.0 3.2

6 月

ごはん 牛乳 【歯と口の健康週間】
のり佃煮　ししゃもフライ
切り干し大根のサラダ
かみかみ豚汁

のり 牛乳 ししゃも
青大豆 豚肉 くきわかめ
高野豆腐 みそ 大豆

823 29.7 22.5 2.1

7 火

麦ごはん 牛乳 スパイスキーマカレー
茎わかめのサラダ
あじさいゼリー

牛乳 豚肉 大豆 茎わかめ 835 24.5 19.5 2.4

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　沢煮碗
牛乳 かつお 大豆 のり
かまぼこ

800 28.1 18.3 2.3

9 木

ごはん 牛乳
豚肉の青じそ炒め
チーズポテト
ワンタンスープ

牛乳 豚肉 みそ チーズ
なると

811 29.0 19.6 2.4

10 金

こめ粉
丸パン

牛乳 焼きキャベツメンチカツ
アーモンドサラダ
ほうれん草の卵スープ

牛乳 鶏肉 豚肉 大豆 卵 815 35.4 32.4 3.4

13 月
ごはん 牛乳

いわしのフライ梅みそソース
なめたけあえ　ごま豆乳みそ汁

牛乳 いわし みそ 豚肉
豆腐 豆乳

832 30.6 24.8 2.4

14 火

ごはん 牛乳 セルフのビビンバ
中華風コーン卵スープ
ヨーグルト

牛乳 豚肉 大豆 わかめ
卵 ヨーグルト

831 30.5 18.8 2.3

15 水
ごはん 牛乳

太巻き玉子　ゆかりあえ
じゃがいものカレーそぼろ煮

牛乳 卵 豚肉 厚揚げ 807 28.4 18.9 2.1

16 木

ソフトめん 牛乳 ジャージャーめん
梅こんぶサラダ
車ふのラスク

牛乳 豚肉 大豆 みそ
茎わかめ 昆布

814 34.1 20.5 2.3

17 金

カレー
ごはん

牛乳 たらのにんにくチーズパン粉焼き
イタリアンビーンズサラダ
コンソメスープ

牛乳 たら 粉チーズ
ウインナー
ミックスビーンズ

792 31.8 20.1 2.5

20 月

ごはん 牛乳 【食育の日献立：埼玉県】
わらじかつ　小松菜のおひたし
長瀞（ながとろ）清流すまし汁

牛乳 豚肉 油揚げ のり
かまぼこ わかめ

851 29.0 25.1 2.5

21 火

ごはん 発酵乳
野菜入りしゅうまい
わかめとコーンの中華あえ
ジャージャン豆腐

ヨーグルト 鶏肉 豚肉
わかめ 大豆 厚揚げ みそ

818 30.0 19.9 2.3

22 水

ごはん 牛乳 【ふるさと献立】
さばのかんずり塩こうじ焼き
キャベツの甘酒みそドレッシングあえ

上越の姫竹汁

牛乳 さば みそ 豚肉 卵 793 34.0 20.9 2.6

23 木

ゆで
中華めん

牛乳 みそラーメン
大豆と小魚のごまがらめ
きゅうりのピリ辛あえ

牛乳 豚肉 なると みそ
大豆 片口いわし

812 35.6 20.2 2.8

24 金

27 月
そばめし 牛乳

オムレツ　青大豆サラダ
ごま坦々スープ

牛乳 豚肉 青のり 卵
青大豆 豆腐 なると みそ

825 32.0 31.6 3.0

28 火

ごはん 牛乳 いかのごまみそチーズ焼き
しらたきのつるつる炒め
鶏団子ごぼう汁

牛乳 いか みそ チーズ
ベーコン 鶏肉 大豆

780 33.7 19.3 2.7

29 水

ごはん 牛乳
豚肉と高野豆腐のチリソースがらめ

もやしときゅうりの中華あえ
にらたまスープ

牛乳 豚肉 高野豆腐 大豆
豆腐 卵

814 28.7 23.2 2.4

30 木
ごはん 牛乳

セルフのツナとズッキーニのそぼろ丼

ガリバタポテト　キャベツ豚汁
牛乳 卵 ツナ 大豆 豚肉
豆腐 みそ

852 31.1 26.1 2.3

　☆ 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。
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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

米 ごま 米油 砂糖
でんぷん

梅干し しょうが にんじん キャベツ
プチマリン コーン もやし 玉ねぎ
えのきたけ ほうれん草

米 マヨネーズ 米油
砂糖　ごま でんぷん

ほうれん草 切り干し大根 にんじん
こんにゃく さやいんげん
えのきたけ 長ねぎ

コッペパン 砂糖
じゃがいも マカロニ
オリーブ油 米油 米粉

あんず 玉ねぎ 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

米 水あめ パン粉
小麦粉 米油 砂糖
じゃがいも

切り干し大根 にんじん きゅうり
コーン ごぼう 玉ねぎ こんにゃく

米 大麦 米油 じゃがいも
カレールウ 米粉 ごま

しょうが にんにく 玉ねぎ にんじん
キャベツ サラダこんにゃく コーン

米 でんぷん じゃがいも
米油 砂糖 ごま 春雨

しょうが もやし ほうれん草
にんじん ごぼう えのきたけ 大根
長ねぎ

米 米油 砂糖 でんぷん
じゃがいも ワンタン
ごま油

しそ 玉ねぎ にんじん しょうが
パセリ もやし キャベツ メンマ
にら

こめ粉パン ラード
でんぷん 米油 砂糖
アーモンド じゃがいも

キャベツ 玉ねぎ にんじん きゅうり
ブロッコリー コーン ほうれん草

米 小麦粉 パン粉 米油
砂糖 ごま

梅干し もやし きゅうり ほうれん草
なめたけ にんじん 玉ねぎ キャベツ
にら

米 ごま油 砂糖 ごま
じゃがいも でんぷん

にんにく しらたき 切り干し大根
もやし にんじん ほうれん草
玉ねぎ しめじ コーン

米 砂糖 ごま じゃがいも
米油 でんぷん

もやし にんじん ほうれん草 ゆかり粉
玉ねぎ さやいんげん

ソフトめん 米油 ごま油
でんぷん ごま 車ふ
バター 砂糖

しょうが にんにく にんじん 玉ねぎ
干ししいたけ メンマ にら もやし 長ねぎ
キャベツ こんにゃく きゅうり 梅干し

米 マヨネーズ パン粉
オリーブ油 砂糖
じゃがいも

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

米 小麦粉 米粉 パン粉
米油 砂糖 春雨

小松菜 にんじん もやし えのきたけ
たけのこ しらたき

米 砂糖 小麦粉 ごま
ごま油 米油 でんぷん

コーン 玉ねぎ にんじん ほうれん草
きゅうり もやし しょうが にんにく
干ししいたけ えのきたけ メンマ 長ねぎ

米 甘酒 米油 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 玉ねぎ
姫たけのこ さやえんどう

中華めん 米油 でんぷん
ごま 砂糖 ごま油

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

各種大会のため給食なし

米 焼きそばめん 米油
砂糖 じゃがいも ごま
でんぷん

にんじん 玉ねぎ 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

米 ごま 砂糖 米油
でんぷん パン粉
じゃがいも ごま油

にんじん しめじ しらたき ピーマン
玉ねぎ ごぼう 長ねぎ

米 でんぷん 米油
ごま油 砂糖

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

今月の三和産食材

米 米油 でんぷん 砂糖
ごま じゃがいも バター

にんじん ズッキーニ にんにく
玉ねぎ こんにゃく キャベツ

一食平均エネルギー：817 Kcal たんぱく質：31.3 g 脂質：22.6 g 食塩：2.5 g

アスパラガス 玉ねぎ じゃがいも
きゅうり 切り干し大根
干ししいたけ にんにく ズッキーニ


