
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 金

むぎごはん 牛乳
三和産やさいのハヤシライス
くきわかめのサラダ

ぎゅうにゅう  ぶたにく
だいず チーズ くきわかめ

693 24.5 19.0 1.9

4 月
ごはん 牛乳 ホイコーロー

ローストチーズポテト
サンラータン

ぎゅうにゅう  ぶたにく
チーズ とうふ たまご

696 28.8 21.5 2.0

5 火
ごはん 牛乳

いわしのかばやき　ゆかりあえ
なすのみそ汁

ぎゅうにゅう まいわし
とうふ あぶらあげ みそ

635 22.9 21.0 1.8

6 水
ごはん 牛乳 セルフのロコモコふう

（ごはん・デミハンバーグ・やさいソテー）

かぼちゃのミルクポトフ

ぎゅうにゅう とりにく
ぶたにく だいず ベーコン
スキムミルク

694 24.5 19.0 2.2

7 木

ソフトめん 牛乳 【たなばたこんだて】
たなばたわふうめん ほしのポテト
きりぼしだいこんのごまずあえ
たなばたデザート

ぎゅうにゅう  ぶたにく
あぶらあげ かまぼこ
わかめ こんぶ　とうにゅう

716 26.8 19.4 2.4

8 金
ごはん 牛乳 セルフのてんどん（めぎす・ズッキーニ）

だいずのなめたけあえ
なつのもずくすましじる

ぎゅうにゅう めぎす
あおだいず かまぼこ
とうふ もずく

644 23.2 20.3 1.9

11 月
ごはん 牛乳

ぎょうざ メンマサラダ
カレーマーボーどうふ

ぎゅうにゅう  ぶたにく
とりにく だいず とうふ
みそ

694 26.0 21.6 1.9

12 火
ごはん 牛乳 さばのみそに

キャベツとズッキーニのごまマヨあえ

かきたまじる

ぎゅうにゅう さば みそ
あぶらあげ たまご

703 29.0 24.3 1.8

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
コリコリつけものサラダ
なつやさいとんじる

ぎゅうにゅう いか
ぶたにく あつあげ みそ
だいず

665 27.3 19.7 2.1

14 木

ちゅうかめん 牛乳 Wスープのしょうゆたまごラーメン
カレーポテトビーンズ
なますかぼちゃのナムル

ぎゅうにゅう  ぶたにく
なると わかめ いりだいず
うずらたまご こざかな

671 28.8 18.4 2.5

15 金

こめこ
パン

牛乳 【食育の日こんだて：やまなしけん】
セルフのやきそばパン
（パン・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

694 25.3 22.7 3.0

19 火
ごはん 牛乳 ふとまきたまご

なつやさいのそぼろに
さけだんごじる

ぎゅうにゅう たまご
ぶたにく あつあげ
だいず さけ たら みそ

677 28.5 18.8 2.0

20 水
ごはん 牛乳 【ふるさとこんだて】

くるまふのカツ
いそづけ　なつのっぺ

ぎゅうにゅう わかめ
ちくわ あつあげ

669 20.8 19.3 1.9

21 木

むぎごはん 牛乳
三和産なつやさいのカレーライス
かいそうサラダ　プリン

ぎゅうにゅう  ぶたにく
だいず わかめ

717 23.9 19.7 2.0

　☆ 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。

令和4年　7月分       　　  学 校 給 食 こ ん だ て 表 〔上杉小〕上越市教育委員会

日 曜
こ　ん　だ　て　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 おおむぎ あぶら ごま
じゃがいも さとう こめこ
ハヤシルウ オリーブゆ

しょうが にんにく たまねぎ にんじん
ズッキーニ もやし サラダこんにゃく
コーン

こめ でんぷん あぶら
さとう ごまあぶら ごま
じゃがいも

たまねぎ キャベツ ピーマン にんにく
にんじん ほししいたけ もやし
チンゲンサイ

こめ でんぷん あぶら
さとう ごま じゃがいも

にんじん もやし きゅうり ゆかりこ
たまねぎ なす

こめ でんぷん ラード
こめこ あぶら じゃがいも
バター

たまねぎ にんじん キャベツ コーン
ズッキーニ かぼちゃ しめじ
ブロッコリー

ソフトめん じゃがいも
ごま さとう みずあめ

にんじん たまねぎ ほししいたけ
えのきたけ オクラ きりぼしだいこん
キャベツ こまつな あまなつみかん
メロン

こめ こむぎこ こめこ
あぶら さとう ごま

ズッキーニ ほうれんそう もやし
なめたけ にんじん えのきたけ
しょうが

こめ ラード こむぎこ ごま
さとう でんぷん あぶら
ごまあぶら カレールウ

キャベツ たまねぎ にら しょうが
メンマ もやし きゅうり にんにく
にんじん 干ししいたけ ピーマン

こめ さとう じゃがいも
ノンエッグマヨネーズ
でんぷん ごま

しょうが キャベツ コーン ズッキーニ
たまねぎ えのきたけ ほうれんそう

こめ でんぷん こめこ
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 なす
さやいんげん

一食平均エネルギー：683 Kcal たんぱく質：25.7 g 脂質：20.3 g 食塩：2.1 g

ちゅうかめん じゃがいも
あぶら さとう ごまあぶら

しょうが メンマ にんじん もやし
ながねぎ なますかぼちゃ きゅうり
プチマリン

こめこパン やきそばめん
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 なす トマト
キャベツ にんじん きゅうり コーン
レタス

こめ さとう でんぷん
あぶら じゃがいも

しょうが たまねぎ なす えだまめ
ゆうがお にんじん ばんのうねぎ

今月の三和産食材

こめ ふ さとう ごまあぶら
こむぎこ こめこ でんぷん
パンこ あぶら じゃがいも

にんにく もやし きゅうり にんじん
なす ゆうがお こんにゃく

こめ おおむぎ あぶら
じゃがいも カレールウ
こめこ さとう ごま

しょうが にんにく たまねぎ にんじん
なす かぼちゃ えだまめ キャベツ
コーン プチマリン

たまねぎ きゅうり なす ズッキーニ
じゃがいも にんにく ピーマン
かぼちゃ ほししいたけ

きりぼしだいこん



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 金

むぎごはん 牛乳
三和産やさいのハヤシライス
くきわかめのサラダ

ぎゅうにゅう  ぶたにく
だいず チーズ くきわかめ

690 24.3 18.8 1.9

4 月
ごはん 牛乳 ホイコーロー

ローストチーズポテト
サンラータン

ぎゅうにゅう  ぶたにく
チーズ とうふ たまご

694 28.8 21.5 1.9

5 火
ごはん 牛乳

いわしのかばやき　ゆかりあえ
なすのみそ汁

ぎゅうにゅう まいわし
とうふ あぶらあげ みそ

635 22.9 21.0 1.8

6 水
ごはん 牛乳 セルフのロコモコふう

（ごはん・デミハンバーグ・やさいソテー）

かぼちゃのミルクポトフ

ぎゅうにゅう とりにく
ぶたにく だいず ベーコン
スキムミルク

693 24.3 18.9 2.2

7 木

ソフトめん 牛乳 【たなばたこんだて】
たなばたわふうめん ほしのポテト
きりぼしだいこんのごまずあえ
たなばたデザート

ぎゅうにゅう  ぶたにく
あぶらあげ かまぼこ
わかめ こんぶ　とうにゅう

714 26.8 19.4 2.4

8 金
ごはん 牛乳 セルフのてんどん（めぎす・ズッキーニ）

だいずのなめたけあえ
なつのもずくすましじる

ぎゅうにゅう めぎす
あおだいず かまぼこ
とうふ もずく

658 23.1 20.2 1.9

11 月
ごはん 牛乳

ぎょうざ メンマサラダ
カレーマーボーどうふ

ぎゅうにゅう  ぶたにく
とりにく だいず とうふ
みそ

689 25.5 21.4 1.9

12 火
ごはん 牛乳 さばのみそに

キャベツとズッキーニのごまマヨあえ

かきたまじる

ぎゅうにゅう さば みそ
あぶらあげ たまご

701 28.9 24.0 1.8

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
コリコリつけものサラダ
なつやさいとんじる

ぎゅうにゅう いか
ぶたにく あつあげ みそ
だいず

666 27.5 19.8 2.1

14 木

ちゅうかめん 牛乳 Wスープのしょうゆたまごラーメン
カレーポテトビーンズ
なますかぼちゃのナムル

ぎゅうにゅう  ぶたにく
なると わかめ いりだいず
うずらたまご こざかな

666 28.4 18.0 2.5

15 金

こめこ
パン

牛乳
【食育の日こんだて：やまなしけん】
セルフのやきそばパン
（パン・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

693 25.4 22.7 2.9

19 火
ごはん 牛乳 ふとまきたまご

なつやさいのそぼろに
さけだんごじる

ぎゅうにゅう たまご
ぶたにく あつあげ
だいず さけ たら みそ

674 28.3 18.6 2.0

20 水
ごはん 牛乳 【ふるさとこんだて】

くるまふのカツ
いそづけ　なつのっぺ

ぎゅうにゅう わかめ
ちくわ あつあげ

667 20.7 19.1 1.9

21 木

むぎごはん 牛乳
三和産なつやさいのカレーライス
かいそうサラダ　プリン

ぎゅうにゅう  ぶたにく
だいず わかめ

710 23.7 19.4 2.0

　☆ 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。

今月の三和産食材

こめ ふ さとう ごまあぶら
こむぎこ こめこ でんぷん
パンこ あぶら じゃがいも

にんにく もやし きゅうり にんじん
なす ゆうがお こんにゃく

こめ おおむぎ あぶら
じゃがいも カレールウ
こめこ さとう ごま

しょうが にんにく たまねぎ にんじん
なす かぼちゃ えだまめ キャベツ
コーン プチマリン

一食平均エネルギー：682 Kcal たんぱく質：25.6 g 脂質：20.2 g 食塩：2.1 g

ちゅうかめん じゃがいも
あぶら さとう ごまあぶら

しょうが メンマ にんじん もやし
ながねぎ なますかぼちゃ きゅうり
プチマリン

こめこパン やきそばめん
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 なす トマト
キャベツ にんじん きゅうり コーン
レタス

こめ さとう でんぷん
あぶら じゃがいも

しょうが たまねぎ なす えだまめ
ゆうがお にんじん ばんのうねぎ

こめ ラード こむぎこ ごま
さとう でんぷん あぶら
ごまあぶら カレールウ

キャベツ たまねぎ にら しょうが
メンマ もやし きゅうり にんにく
にんじん 干ししいたけ ピーマン

こめ さとう じゃがいも
ノンエッグマヨネーズ
でんぷん ごま

しょうが キャベツ コーン ズッキーニ
たまねぎ えのきたけ ほうれんそう

こめ でんぷん こめこ
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 なす
さやいんげん

こめ でんぷん ラード
こめこ あぶら じゃがいも
バター

たまねぎ にんじん キャベツ コーン
ズッキーニ かぼちゃ しめじ
ブロッコリー

ソフトめん じゃがいも
ごま さとう みずあめ

にんじん たまねぎ ほししいたけ
えのきたけ オクラ きりぼしだいこん
キャベツ こまつな あまなつみかん
メロン

こめ こむぎこ こめこ
あぶら さとう ごま

ズッキーニ ほうれんそう もやし
なめたけ にんじん えのきたけ
しょうが

こめ おおむぎ あぶら ごま
じゃがいも さとう こめこ
ハヤシルウ オリーブゆ

しょうが にんにく たまねぎ にんじん
ズッキーニ もやし サラダこんにゃく
コーン

こめ でんぷん あぶら
さとう ごまあぶら ごま
じゃがいも

たまねぎ キャベツ ピーマン にんにく
にんじん ほししいたけ もやし
チンゲンサイ

こめ でんぷん あぶら
さとう ごま じゃがいも

にんじん もやし きゅうり ゆかりこ
たまねぎ なす

令和4年　7月分       　　  学 校 給 食 こ ん だ て 表 〔美守小〕上越市教育委員会

日 曜
こ　ん　だ　て　名 使    用    材    料    名

熱や力になるもの 体の調子を整えるもの

たまねぎ きゅうり なす ズッキーニ
じゃがいも にんにく ピーマン
かぼちゃ ほししいたけ

きりぼしだいこん



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 金

むぎごはん 牛乳
三和産やさいのハヤシライス
くきわかめのサラダ

ぎゅうにゅう  ぶたにく
だいず チーズ くきわかめ

684 23.7 18.5 1.9

4 月
ごはん 牛乳 ホイコーロー

ローストチーズポテト
サンラータン

ぎゅうにゅう  ぶたにく
チーズ とうふ たまご

685 28.1 21.2 2.0

5 火
ごはん 牛乳

いわしのかばやき　ゆかりあえ
なすのみそ汁

ぎゅうにゅう まいわし
とうふ あぶらあげ みそ

632 22.7 20.7 1.8

6 水
ごはん 牛乳 セルフのロコモコふう

（ごはん・デミハンバーグ・やさいソテー）

かぼちゃのミルクポトフ

ぎゅうにゅう とりにく
ぶたにく だいず ベーコン
スキムミルク

688 24.3 18.8 2.1

7 木

ソフトめん 牛乳 【たなばたこんだて】
たなばたわふうめん ほしのポテト
きりぼしだいこんのごまずあえ
たなばたデザート

ぎゅうにゅう  ぶたにく
あぶらあげ かまぼこ
わかめ こんぶ　とうにゅう

709 26.1 18.9 2.4

8 金
ごはん 牛乳 セルフのてんどん（めぎす・ズッキーニ）

だいずのなめたけあえ
なつのもずくすましじる

ぎゅうにゅう めぎす
あおだいず かまぼこ
とうふ もずく

622 22.5 18.2 2.0

11 月
ごはん 牛乳

ぎょうざ メンマサラダ
カレーマーボーどうふ

ぎゅうにゅう  ぶたにく
とりにく だいず とうふ
みそ

690 25.8 21.5 1.9

12 火
ごはん 牛乳 さばのみそに

キャベツとズッキーニのごまマヨあえ

かきたまじる

ぎゅうにゅう さば みそ
あぶらあげ たまご

709 28.8 25.5 1.9

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
コリコリつけものサラダ
なつやさいとんじる

ぎゅうにゅう いか
ぶたにく あつあげ みそ
だいず

662 27.2 19.6 2.0

14 木

ちゅうかめん 牛乳 Wスープのしょうゆたまごラーメン
カレーポテトビーンズ
なますかぼちゃのナムル

ぎゅうにゅう  ぶたにく
なると わかめ いりだいず
うずらたまご こざかな

654 27.9 16.8 2.4

15 金

こめこ
パン

牛乳
【食育の日こんだて：やまなしけん】
セルフのやきそばパン
（パン・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

679 25.2 22.2 2.9

19 火
ごはん 牛乳 ふとまきたまご

なつやさいのそぼろに
さけだんごじる

ぎゅうにゅう たまご
ぶたにく あつあげ
だいず さけ たら みそ

666 27.6 18.2 2.0

20 水
ごはん 牛乳 【ふるさとこんだて】

くるまふのカツ
いそづけ　なつのっぺ

ぎゅうにゅう わかめ
ちくわ あつあげ

661 20.4 18.8 1.9

21 木

むぎごはん 牛乳
三和産なつやさいのカレーライス
かいそうサラダ　プリン

ぎゅうにゅう  ぶたにく
だいず わかめ

701 22.6 18.9 2.0

　☆ 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。

今月の三和産食材

こめ ふ さとう ごまあぶら
こむぎこ こめこ でんぷん
パンこ あぶら じゃがいも

にんにく もやし きゅうり にんじん
なす ゆうがお こんにゃく

こめ おおむぎ あぶら
じゃがいも カレールウ
こめこ さとう ごま

しょうが にんにく たまねぎ にんじん
なす かぼちゃ キャベツ コーン
プチマリン

一食平均エネルギー：674 Kcal たんぱく質：25.2 g 脂質：19.8 g 食塩：2.1 g

ちゅうかめん じゃがいも
あぶら さとう ごまあぶら

しょうが メンマ にんじん もやし
ながねぎ なますかぼちゃ きゅうり
プチマリン

こめこパン やきそばめん
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 なす トマト
キャベツ にんじん きゅうり コーン
レタス

こめ さとう でんぷん
あぶら じゃがいも

しょうが たまねぎ なす えだまめ
ゆうがお にんじん ばんのうねぎ

こめ ラード こむぎこ ごま
さとう でんぷん あぶら
ごまあぶら カレールウ

キャベツ たまねぎ にら しょうが
メンマ もやし きゅうり にんにく
にんじん 干ししいたけ ピーマン

こめ さとう じゃがいも
ノンエッグマヨネーズ
でんぷん ごま

しょうが キャベツ コーン ズッキーニ
たまねぎ えのきたけ ほうれんそう

こめ でんぷん こめこ
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 なす
さやいんげん

こめ でんぷん ラード
こめこ あぶら じゃがいも
バター

たまねぎ にんじん キャベツ コーン
ズッキーニ かぼちゃ しめじ
ブロッコリー

ソフトめん じゃがいも
ごま さとう みずあめ

にんじん たまねぎ ほししいたけ
えのきたけ オクラ きりぼしだいこん
キャベツ こまつな あまなつみかん
メロン

こめ こむぎこ こめこ
あぶら さとう ごま

ズッキーニ ほうれんそう もやし
なめたけ にんじん えのきたけ
しょうが

こめ おおむぎ あぶら ごま
じゃがいも さとう こめこ
ハヤシルウ オリーブゆ

しょうが にんにく たまねぎ にんじん
ズッキーニ もやし サラダこんにゃく
コーン

こめ でんぷん あぶら
さとう ごまあぶら ごま
じゃがいも

たまねぎ キャベツ ピーマン にんにく
にんじん ほししいたけ もやし
チンゲンサイ

こめ でんぷん あぶら
さとう ごま じゃがいも

にんじん もやし きゅうり ゆかりこ
たまねぎ なす

令和4年　7月分       　　  学 校 給 食 こ ん だ て 表 〔里公小〕上越市教育委員会

日 曜
こ　ん　だ　て　名 使    用    材    料    名

熱や力になるもの 体の調子を整えるもの

たまねぎ きゅうり なす ズッキーニ
じゃがいも にんにく ピーマン
かぼちゃ ほししいたけ

きりぼしだいこん


