
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 金
ごはん 牛乳 さばのこうみやき

きゅうりのふうみづけ
スタミナとんじる

牛乳　さば
豚肉　豆腐　みそ

629 28.4

4 月

ごはん 牛乳 てづくりこんぶふりかけ
あつやきたまご
わふうマヨサラダ
けんちんじる

こんぶ　ひじき
花がつお　牛乳
卵　豆腐

611 20.8

5 火

こめこパン 牛乳 ブルーベリージャム
だいずとひじきのチーズやき
フレンチサラダ
コーンオニオンスープ

牛乳　豚肉　ひじき
大豆　チーズ　ベーコン

619 29.9

6 水
ソフトめん 牛乳 こぎつねじる

カレーじゃこポテト
ゆかりあえ

牛乳　豚肉　油揚げ
ちりめんじゃこ

658 29.0

7 木

ごはん 牛乳 ☆たなばたこんだて☆
おほしさまハンバーグ
はるさめサラダ
まんてんぼしのおしる
たなばたゼリー

牛乳　鶏肉　豚肉
豆腐　わかめ　豆乳
かまぼこ

660 22.0

8 金

ごはん 牛乳 めぎすのトマトソースがけ
ごもくきんぴら
キャベツのみそしる

牛乳　めぎす　ベーコン
豆腐　油揚げ　みそ 610 22.9

11 月

むぎごはん 牛乳
なつやさいカレー
こんにゃくサラダ

牛乳　豚肉 637 18.8

12 火
ごはん 牛乳 さけのみそマヨやき

ひじきとだいずのいために
にらたまみそしる

牛乳　さけ　みそ
ひじき　さつまあげ
大豆　豆腐　卵

650 29.9

13 水

ゆでちゅうか
めん

牛乳
ジャージャーめん
やさいしゅうまい
かいそうサラダ

牛乳　豚肉　大豆　みそ
鶏肉　大豆　わかめ

654 29.0

14 木

ごはん 牛乳 【ぼうはんのひ こんだて】
いかのからあげ
のりずあえ
しおこうじスープ

牛乳　いか　のり　豚肉
豆腐

620 27.5

15 金

ごはん 牛乳 【しょくいくのひ こんだて】
ぶたにくのこくとうじょうゆ
にんじんしりしり
もずくととうふのみそしる

牛乳　豚肉　ツナ　卵
豆腐　もずく　みそ 684 28.4

19 火

ごはん 牛乳 のりこうみふりかけ
ささかまぼこのおかかマヨやき
コーンおひたし
カレーにくじゃが

青のり　牛乳
笹かまぼこ　花がつお
豚肉　厚揚げ

639 25.5

20 水

ごはん 牛乳 【ふるさとこんだて】
あつあげとキャベツのみそいため

えだまめ
なつののっぺいじる

牛乳　豚肉　厚揚げ
みそ　ちくわ 613 24.5

21 木
ごはん 牛乳 セルフのチーズいりタコライス

マカロニサラダ
レタスのスープ

牛乳　豚肉　糸かまぼこ
大豆　チーズ 611 23.8

22 金

ごはん 牛乳
セルフのツナそぼろどん
こんぶあえ
さわにわん

牛乳　大豆　ツナ
こんぶ　豚肉 604 24.2

25 月

むぎごはん 牛乳
ハヤシライス
アーモンドサラダ

牛乳　豚肉 654 21.8

こめ粉パン　さとう　米油
パン粉　じゃがいも

　　　　学　校　給　食　こ　ん　だ　て　表令和4年　7月分

日 曜
献　　　　　　　　立　　　　　　　　名 使　　　　用　　　　材　　　　料　　　　名

体の調子を整えるもの

〔小学校B〕上越市教育委員会

ソフトめん　じゃがいも
米油　さとう

ごはん　豚脂　パン粉
さとう　でんぷん
春雨　ごま油

ごはん　米粉　米油
オリーブ油　さとう

ごはん　大麦　米油
じゃがいも　カレールウ
ごま油

たまねぎ　キャベツ　きゅうり
にんじん ホールコーン かぼちゃ
トマト　オクラ 夏みかんメロン
にんにく　しょうが

ごはん　でんぷん
米粉　米油

中華めん　米油
でんぷん　ごま油
パン粉
小麦粉　さとう

しょうが　にんにく　にんじん
たまねぎ　干ししいたけ
エリンギ　もやし　にら
ホールコーン　ほうれんそう
キャベツ　ブロッコリー

しょうが　キャベツ　ほうれん草
にんじん　たまねぎ　えのきたけ
長ねぎ

ごはん　米油　さとう
ノンエッグマヨネーズ
じゃがいも

にんにく　にんじん　ごぼう
メンマ　こんにゃく　ピーマン
たまねぎ　キャベツ　長ねぎ

にんにく　しょうが　たまねぎ
にんじん　なす　トマト
ピーマン　キャベツ　きゅうり
こんにゃく　ホールコーン

ごはん　でんぷん　米粉
ふ　米油
さとう　黒ざとう

ごはん　ごま油　米油
じゃがいも

熱や力になるもの
しょうが　長ねぎ　きゅうり
もやし　にんじん　にんにく
たまねぎ　ごぼう　にら

キャベツ　にんじん　きゅうり
ごぼう　こんにゃく
干ししいたけ　長ねぎ

ブルーベリー　にんにく
たまねぎ　トマト　キャベツ
ブロッコリー　にんじん
ホールコーン　クリームコーン

にんじん　たまねぎ
えのきたけ　長ねぎ
もやし　きゅうり　赤じそ

ごはん　さとう　ごま
ノンエッグマヨネーズ
じゃがいも　ごま油

にんにく　しょうが　たまねぎ
にんじん　ブロッコリー　トマト
ホールコーン　エリンギ　レタス

にんじん　ごぼう　しょうが
ピーマン　ほうれん草　もやし
きゅうり　たまねぎ　えのきたけ
たけのこ　長ねぎ

ごはん　米油　さとう
ごま油

ピーマン　にんじん
もやし　たまねぎ　長ねぎ

キャベツ　たまねぎ　にんじん
しめじ　ピーマン　しょうが
にんにく　えだまめ　とうがん
たけのこ　干ししいたけ

にんじん　こんにゃく
たまねぎ　にら

食塩：2.0 g一食平均エネルギー：635 Kcal

にんにく　しょうが　にんじん
たまねぎ　エリンギ　トマト
キャベツ　ブロッコリー
赤ピーマン

キャベツ　にんじん　ほうれん草
ホールコーン　たまねぎ
こんにゃく　さやいんげん

たんぱく質：25.4 g 脂質：17.3 g

ごはん　大麦　米油
じゃがいも　ハヤシルウ
アーモンド

ごはん　ごま　さとう
ノンエッグマヨネーズ
米油　じゃがいも

ごはん　米油　でんぷん
じゃがいも

ごはん　米油　さとう
マカロニ　じゃがいも

防犯の日こんだて＊７月１４日＊

毎年７月１２日は、上越市防犯の日です。

給食では、７月１４日に合言葉にもある「いか」の料理がでま

す。いかを食べながら、合言葉を覚えましょう。

「いか」 ・・・ 知らない人についていかない

「の」 ・・・・・ 知らない人の車にのらない

「お」 ・・・・・ おお声を出す

「す」 ・・・・・ すぐにげる

「し 」 ・・・・・おとなにしらせる

・1５日（金）「食育の日献立～給食で日本を旅しよう～」

７月は沖縄県です。沖縄県では、いろいろな豚肉料理が食べられて

います。給食では、豚肉を揚げて、黒糖しょうゆタレに絡めた「豚肉の

黒糖じょうゆ」が登場します。また沖縄県の郷土料理「にんじんしりし

り」や、沖縄県産のもずくを使ったみそ汁が登場します。沖縄県にちな

んだ料理を味わいましょう。

・２０日（水）「ふるさと献立」
７月は上越野菜の枝豆に注目します。上越市内で収穫された枝豆

を塩ゆでをして提供します。自分でさやから出して、枝豆そのものを味
わって食べてほしいと思います。 郷土料理の「のっぺい汁」も登場し
ます。

上越市食育推進キャラクター

「もぐもぐジョッピー」


