
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

こめこ
コッペパン

牛乳 【しょくいくの日こんだて　やまなし県】

せいしゅんのトマトやきそばふう
じゃがいもとひじきのサラダ
こうげんやさいとたまごのスープ
ふじさんゼリー

ぎゅうにゅう　ぶたにく
ひじき　とうふ　たまご

645 25.8

4 月

ごはん 牛乳 あつやきたまご
バンサンスー
あつあげとなつやさいの
　　　　　　　ちゅうかに

ぎゅうにゅう　たまご
ぶたにく　あつあげ

694 27.3

5 火

ごはん 牛乳
さけのなんばんづけ
きゃべつのしおこんぶあえ
スタミナとんじる

ぎゅうにゅう　さけ
こんぶ　ぶたにく
とうふ　みそ

639 26.6

6 水

えだ
まめ
ごはん

牛乳 【たなばたこんだて】

ハンバーグの
　　　きらきらおくらソース
ごしきのたんざくあえ
あまのがわすましじる
ほしのソーダゼリー

ぎゅうにゅう　のり
とうふ　わかめ
かまぼこ　ぶたにく
とりにく

646 25.0

7 木

ソフトめん 牛乳
なすとトマトのミートソース
ほしのオムレツ
わかめとみかんのさっぱりあえ

ぎゅうにゅう　ぶたにく
だいず　たまご　わかめ

678 29.2

8 金
ごはん 牛乳 アジのやくみソースかけ

しらたきのつるつるいため
なすとかぼちゃのごまみそしる

ぎゅうにゅう　あじ
ぶたにく　あぶらあげ
みそ

665 26.6

11 月

わかめごはん 牛乳 しろみさかなのレモンソース
ひじきとだいずのサラダ
はるさめスープ

わかめ　ぎゅうにゅう
メルルーサ　ひじき
だいず　ベーコン　とうふ

642 27.2

12 火

むぎごはん 牛乳

なつやさいトマトカレー
しらたまフルーツポンチ

ぎゅうにゅう　ぶたにく
チーズ　スキムミルク

695 21.4

13 水

ごはん 牛乳 【ぼうはんしゅうかんこんだて】

いかのたつたあげ
カリカリあえ
なつやさいとんじる

ぎゅうにゅう　いか
ぶたにく　あぶらあげ
みそ　だいず

671 26.6

14 木

ゆでちゅうかめん

牛乳
ごまみそラーメンスープ
もやしとニラのナムル
えだまめのしおゆで

ぎゅうにゅう　ぶたにく
だいず　みそ

640 30.5

15 金

ごはん 牛乳 セルフのてんどん
（めぎすてん・ズッキーニてん）

ごますあえ
なつのもずくスープ

ぎゅうにゅう　めぎす
かまぼこ　とうふ　もずく

652 22.8

19 火

ごはん 牛乳 いろどりチンジャオロースー
かぼチーズ
レタスのスープ

ぎゅうにゅう　ぶたにく
だいず　チーズ
ベーコン

635 23.5

20 水

ごはん 牛乳 めぎすのつみれやき
いそあえ
しおこうじなつのっぺ

ぎゅうにゅう　めぎす
とうふ　ひじき　みそ
のり　ちくわ
やきどうふ　あぶらあげ

609 26.2

21 木

ごはん 牛乳
ちくわのかばやき
わかめのうめあえ
かきたまみそしる

ぎゅうにゅう　ちくわ
わかめ　とうふ　たまご
みそ

600 22.2

22 金

ごはん 牛乳
とりのからあげ
ごまゆかりあえ
みそけんちん汁

ぎゅうにゅう　とりにく
さつまあげ　とうふ　みそ
だいず

642 25.0

25 月

キムたく
チャーハン

牛乳 ポークしゅうまい
なめたけあえ
もずくとおくらのスープ
クリームソーダゼリー

ツナ　ぎゅうにゅう
とりにく　かまぼこ
もずく　とうふ
とうにゅう　ぶたにく

625 24.0

令和4年　7月分 　　　　学　校　給　食　こ　ん　だ　て　表 〔板倉小学校〕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

こめこパン　ちゅうかめん
こめあぶら　さとう
じゃがいも　でんぷん
ごまあぶら

にんにく　たまねぎ　にんじん
なす　トマト　キャベツ　きゅうり
コーン　レタス

こめ　さとう　でんぷん
ひまわり油　はるさめ
ごまあぶら　ごま
こめあぶら

もやし　きゅうり　にんじん
コーン　しょうが　にんにく
たまねぎ　なす　キャベツ
あかピーマン　えだまめ

こめ　でんぷん
こめあぶら　さとう
じゃがいも

たまねぎ　にんじん　ピーマン
もやし　きゅうり　キャベツ
こまつな　なす　こんにゃく
にんにく

こめ　ごま　おおむぎ
さとう　でんぷん
はるさめ

えだまめ　オクラ　にんじん
ほうれんそう　キャベツ　もやし
コーン　えのきたけ　たまねぎ
レモンじる

ソフトめん　こめあぶら
ハヤシルウ　さとう

しょうが　にんにく　たまねぎ
にんじん　なす　ズッキーニ
トマト　キャベツ　きゅうり
もやし　みかん缶

こめ　でんぷん
こむぎこ　こめあぶら
さとう　ごまあぶら　ごま

ながねぎ　しょうが　にんじん
しめじ　しらたき　ピーマン　なす
かぼちゃ　たまねぎ　キャベツ

こめ　水あめ　こめあぶら
さとう　ごま　はるさめ

レモンじる　コーン　きゅうり
もやし　にんじん　たまねぎ
たけのこ　こまつな

こめ　おおむぎ
じゃがいも　こめあぶら
カレールウ
しらたまもち　さとう

にんにく　しょうが　たまねぎ
にんじん　かぼちゃ　なす
ピーマン　えだまめ　トマト
みかん缶　りんご缶　黄桃缶　白桃
缶
ラフランス缶　ぶどう

こめ　でんぷん　こめこ
こめあぶら　ごま
じゃがいも

しょうが　にんじん　キャベツ
きゅうり　たくあん　ふくじんづけ
たまねぎ　さやいんげん
ズッキーニ

ちゅうかめん　こめあぶら
さとう　ねりごま　ごま
ごまあぶら

しょうが　にんにく　にんじん
たまねぎ　キャベツ　メンマ
こまつな　もやし　にら　コーン
えだまめ

こめ　てんぷらこ
ノンエッグマヨネーズ
こめあぶら　さとう
ごま

ズッキーニ　ほうれんそう　もやし
コーン　にんじん　えのきたけ
オクラ　しょうが

こめ　こめあぶら　さとう
ごまあぶら　でんぷん
オリーブゆ　じゃがいも

しょうが　にんにく　ピーマン
きピーマン　にんじん　えのきたけ
たけのこ　かぼちゃ　たまねぎ
コーン　レタス

こめ　ごま　さとう
でんぷん　パンこ
じゃがいも

ほししいたけ　ながねぎ　しょうが
もやし　キャベツ　にんじん
ほうれんそう　なす　ゆうがお
こんにゃく　さやいんげん

こめ　こめあぶら
でんぷん　さとう　ごま
じゃがいも

しょうが　もやし　にんじん
きゅうり　サラダこんにゃく
うめぼし　たまねぎ　えのきたけ
さやえんどう

こめ　でんぷん　こめこ
こめあぶら　ごま
じゃがいも

しょうが　にんにく　もやし
にんじん　きゅうり　ゆかりこ
だいこん　ごぼう　ながねぎ
こんにゃく

こめ　おおむぎ
ごまあぶら　パンこ
さとう　でんぷん　ごま

にんじん　たまねぎ　キムチ
たくあん　えだまめ　もやし
キャベツ　ほうれんそう　なめたけ
えのきたけ　オクラ

一食平均エネルギー：649 Kcal たんぱく質：25.6 g 脂質：17.9 g 食塩：2.1 g



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

こめこ
コッペ
パン

牛乳 【しょくいくの日　やまなし県】
せいしゅんのトマトやきそばふう
　　　　　　　　　ビーフンいため
じゃがいもとひじきのサラダ
こうげんレタスのスープ
ふじさんゼリー

ぎゅうにゅう　ぶたにく
ひじき　とうふ　かまぼこ

594 24.8

4 月

ごはん 牛乳 ◎あつやきたまご
バンサンスー
あつあげとなつやさいの
　　　　　　　　ちゅうかに

ぎゅうにゅう　たまご
ぶたにく　あつあげ

692 27.3

5 火

ごはん 牛乳 さけのなんばんづけ
きゃべつのしおこんぶあえ
スタミナとんじる

ぎゅうにゅう　さけ
こんぶ　ぶたにく
とうふ　みそ

639 26.6

6 水

えだまめ
ごはん

牛乳 【たなばたこんだて】
ハンバーグのきらきらおくらソース
ごしきのたんざくあえ
あまのがわすましじる
ほしのソーダゼリー

ぎゅうにゅう　のり
とうふ　わかめ
かまぼこ　ぶたにく
とりにく

639 24.6

7 木

ソフトめん 牛乳 なすとトマトのミートソース
◎ほしのオムレツ
わかめとみかんのさっぱりあえ

ぎゅうにゅう　ぶたにく
だいず　たまご　わかめ

660 29.1

8 金
ごはん 牛乳 アジのやくみソースかけ

しらたきのつるつるいため
なすとかぼちゃのごまみそしる

ぎゅうにゅう　あじ
ぶたにく　あぶらあげ
みそ

664 26.5

11 月

わかめごはん 牛乳 しろみさかなのレモンソース
ひじきとだいずのサラダ
はるさめスープ

わかめ　ぎゅうにゅう
メルルーサ　ひじき
だいず　ベーコン　とうふ

643 27.2

12 火

ごはん 牛乳
なつやさいトマトカレー
しらたまフルーツポンチ

ぎゅうにゅう　ぶたにく 678 19.2

13 水

ごはん 牛乳 【ぼうはんしゅうかんこんだて】

◎いかのたつたあげ
カリカリあえ
なつやさいとんじる

ぎゅうにゅう　いか
ぶたにく　あぶらあげ
みそ　だいず

672 26.9

14 木

ゆでちゅうかめん

牛乳 ごまみそラーメンスープ
もやしとニラのナムル
えだまめのしおゆで

ぎゅうにゅう　ぶたにく
だいず　みそ

641 30.7

15 金

ごはん 牛乳 セルフのてんどん
（めぎすてん・ズッキーニてん）

ごますあえ
なつのもずくスープ

ぎゅうにゅう　めぎす
かまぼこ　とうふ　もずく

626 22.5

19 火

ごはん 牛乳 いろどりチンジャオロースー
かぼちゃロースト
レタスとじゃがいものスープ

ぎゅうにゅう　ぶたにく
だいず　ベーコン
かまぼこ

603 22.7

20 水

ごはん 牛乳 めぎすのつみれやき
いそあえ
しおこうじなつのっぺ

ぎゅうにゅう　めぎす
とうふ　ひじき　みそ
のり　ちくわ　やきどうふ
あぶらあげ

606 25.9

21 木

ごはん 牛乳 とりのからあげ
なめたけあえ
もずくとおくらのスープ
セレクトデザート

ぎゅうにゅう　とりにく
かまぼこ　もずく　とうふ

657 25.9

こめ　ごま　さとう
でんぷん　こめパンこ
じゃがいも

ほししいたけ　ながねぎ　しょうが
もやし　キャベツ　にんじん
ほうれんそう　なす　ゆうがお
こんにゃく　さやいんげん

こめ　でんぷん　こめこ
こめあぶら　ごま
ごまあぶら　さとう

しょうが　にんにく　もやし
にんじん　キャベツ　ほうれんそう
なめたけ　えのきたけ　オクラ
たまねぎ

一食平均エネルギー：644 Kcal たんぱく質：25.7 g 脂質：17.3 g 食塩：2.1 g

ちゅうかめん　こめあぶら
さとう　ねりごま　ごま
ごまあぶら

しょうが　にんにく　にんじん
たまねぎ　キャベツ　メンマ
こまつな　もやし　にら　コーン
えだまめ

こめ　こめこ　でんぷん
ノンエッグマヨネーズ
こめあぶら　さとう　ごま

ズッキーニ　ほうれんそう　もやし
コーン　にんじん　えのきたけ
オクラ　しょうが

こめ　こめあぶら　さとう
ごまあぶら　でんぷん
オリーブゆ　じゃがいも

しょうが　にんにく　ピーマン
きピーマン　にんじん　えのきたけ
たけのこ　かぼちゃ　たまねぎ
コーン　レタス

こめ　こめあぶら　さとう
ごま　はるさめ

レモンじる　コーン　きゅうり
もやし　にんじん　たまねぎ
たけのこ　こまつな

こめ　じゃがいも
こめあぶら　しらたまもち
さとう
カレールウ(乳卵小麦不使用)

にんにく　しょうが　たまねぎ　にんじん
かぼちゃ　なす　ピーマン　えだまめ　トマト
みかん缶　りんご缶　黄桃缶　白桃缶
ラフランス缶　ぶどう

こめ　でんぷん　こめこ
こめあぶら　ごま
じゃがいも

しょうが　にんじん　キャベツ
きゅうり　たくあん　ふくじんづけ
たまねぎ　さやいんげん　ズッキー
ニ

こめ　ごま　さとう
でんぷん　はるさめ

えだまめ　オクラ　にんじん
ほうれんそう　キャベツ　もやし
コーン　えのきたけ　たまねぎ
レモンじる

ソフトめん　こめあぶら
こめこのハヤシルウ
さとう　こめこ

しょうが　にんにく　たまねぎ
にんじん　なす　ズッキーニ
トマト　キャベツ　きゅうり
もやし　みかん缶

こめ　でんぷん　こめこ
こめあぶら　さとう
ごまあぶら　ごま

ながねぎ　しょうが　にんじん
しめじ　しらたき　ピーマン　なす
かぼちゃ　たまねぎ　キャベツ

こめこパン　ビーフン
こめあぶら　さとう
じゃがいも　ごまあぶら

にんにく　たまねぎ　にんじん
なす　トマト　キャベツ　きゅうり
コーン　レタス

こめ　さとう　でんぷん
ひまわり油　はるさめ
ごまあぶら　ごま
こめあぶら

もやし　きゅうり　にんじん
コーン　しょうが　にんにく
たまねぎ　なす　キャベツ
あかピーマン　えだまめ

こめ　でんぷん
こめあぶら　さとう
じゃがいも

たまねぎ　にんじん　ピーマン
もやし　きゅうり　キャベツ
こまつな　なす　こんにゃく
にんにく

令和4年　7月分 　　　　学　校　給　食　こ　ん　だ　て　表 〔豊原小学校〕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


