
エネルギー たん白質 脂質
食塩
相当量

主食 飲み物 お　か　ず 血や肉になるもの Kcal g g g

1 金

ごはん 牛乳
あじのごまマヨネーズやき
きりぼしだいこんのちゅうかいため

かきたまみそしる

ぎゅうにゅう　あじ
みそ　ぶたにく
たまご

647 28.2 18.8 1.9

4 月

ソフトめん 牛乳
キムチとたまごのスタミナスープ
いわしのカリカリフライ
ごまこんぶあえ

ぎゅうにゅう
ぶたにく　たまご
いわし　こんぶ

673 29.2 21.1 1.6

5 火

ごはん 牛乳
ホイコーロー
カレーポテトビーンズ
はるさめスープ

ぎゅうにゅう　なると
ぶたにく　いりだいず
ちりめんじゃこ

644 26.5 14.3 1.9

6 水
ごはん 牛乳 あつあげのごまだれがけ

いそあえ
なだちやさいのとんじる

ぎゅうにゅう　のり
あつあげ　ぶたにく
とうふ　みそ

628 24.7 17.7 1.7

8 金

ほしぞら
ごはん

牛乳
【七夕献立】
キラキラぼしのチーズハンバーグ
ゆかりあえ　たなばたじる

わかめ　ぎゅうにゅう
とりにく　ぶたにく
だいずたんぱく　チーズ
かまぼこ　とうふ

611 24.0 19.3 2.5

9 土

カレー
むぎごはん

牛乳
なだちやさいのハヤシライス
ひじきとあおだいずのサラダ

ぎゅうにゅう　ぶたにく
いんげんまめ　チーズ
ひじき　あおだいず

658 23.5 17.6 1.5

11 月

ちゅうかめん 牛乳 スタミナごまみそラーメン
ローストチーズポテト
ナムル

ぎゅうにゅう
ぶたにく　みそ
チーズ

679 28.4 19.5 2.1

12 火

ごはん 牛乳 わかめふりかけ
めぎすとズッキーニのてんぷら
ごまずあえ
なつのもずくスープ

わかめ　ちりめんじゃこ
ぎゅうにゅう　めぎす
かまぼこ　とうふ
もずく

640 22.4 20.1 1.7

13 水

ごはん 牛乳
ギョーザ
メンマサラダ
なつやさいマーボー

ぎゅうにゅう
とりにく　ぶたにく
だいず　とうふ　みそ

647 25.4 17.4 1.9

14 木

ごはん 牛乳 【防犯週間献立】
いかのたつたあげ
コリコリつけものサラダ
きせつやさいのみそしる

ぎゅうにゅう　いか
あつあげ　みそ

638 24.5 18.7 1.9

15 金

むぎごはん 牛乳
なだちやさいのなつカレー
こんにゃくとかいそうのうめサラダ

ぎゅうにゅう
ぶたにく　くきわかめ
いんげんまめ

639 20.9 18.6 2.2

19 火

ごはん 牛乳 【ふるさと献立】
めぎすのごまみそやき
いそづけ
なつのっぺ

ぎゅうにゅう　めぎす
みそ　あおだいず
わかめ　ちくわ
やきどうふ　あぶらあげ

604 25.5 15.0 1.7

20 水

こめこパン 牛乳 いちごジャム
ツナとキャベツのたまごいため
えだまめのしおゆで
なつやさいのミネストローネ

ぎゅうにゅう　ツナ
たまご　ベーコン
いんげんまめ

611 27.2 23.2 2.5

21 木

ごはん 牛乳 のり佃煮
ふとまきたまご
なつやさいのそぼろに
とびうおのつみれじる

のりつくだに　とうふ
ぎゅうにゅう　たまご
ぶたにく　だいず　みそ
あつあげ　とびうお

641 30.1 15.4 2.1

22 金
ぎゅうにゅう
ぶたにく　ひじき

711 21.9 25.3 2.2

食塩：2.0 g

☆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。ご了承ください。

一食平均エネルギー：645 Kcal

キャベツ　きゅうり　にんじん
なす　こんにゃく
さやいんげん

たんぱく質：25.5 g 脂質：18.8 g

こめ　おおむぎ
こめあぶら　じゃがいも
カレールウ　ごま

こめ　ごま　さとう
じゃがいも　でんぷん

こめこパン
いちごジャム
こめあぶら　じゃがいも

こめ　さとう　でんぷん
じゃがいも　こめあぶら

なす　えだまめ　しょうが
にんじん　たまねぎ　ごぼう
ながねぎ

にんじん　キャベツ　にんにく
たまねぎ　なす　トマト
きゅうり

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

にんにく　たまねぎ　なす
トマト　サラダこんにゃく
きゅうり　コーン　うめぼし

いちご　キャベツ　えだまめ
たまねぎ　トマト
さやいんげん

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

コーン　えだまめ　たまねぎ
もやし　にんじん　きゅうり
ゆかりこ　えのきたけ　オクラ

にんにく　しょうが　にんじん
ほししいたけ　たまねぎ　にら
もやし　ほうれんそう

こめ　でんぷん　こめこ
こめあぶら　ごま
じゃがいも

こめ　こむぎこ　さとう
でんぷん　ごまあぶら
ごま　こめあぶら

キャベツ　たまねぎ　にら
しょうが　メンマ　きゅうり
もやし　にんじん　にんにく
ほししいたけ　なす　トマト

こめ　マヨネーズ　ごま
ごまあぶら　じゃがいも

熱や力になるもの

にんにく　にんじん　キャベツ
きりぼしだいこん　こまつな
たまねぎ　ほうれんそう

たまねぎ　しめじ　キムチ
こまつな　しょうが　にんじん
きゅうり　キャベツ

ながねぎ　キャベツ　こまつな
にんにく　にんじん　たまねぎ
ほうれんそう

ほうれんそう　もやし
にんじん　たまねぎ　なす
こんにゃく　こまつな

ソフトめん　でんぷん
さとう　じゃがいも
パンこ　こめあぶら
ごま

体の調子を整えるもの

こめ　ごまあぶら
さとう　でんぷん
じゃがいも　こめあぶら
はるさめ

こめ　こめこ　ごま
さとう　でんぷん
じゃがいも

こめ　おおむぎ　ごま
こめあぶら　じゃがいも
ハヤシルウ　さとう

こめ　おおむぎ　ごま
さとう　じゃがいも
そうめん

ちゅうかめん　ねりごま
こめあぶら　ごま
じゃがいも　ごまあぶら

しょうが　にんにく　たまねぎ
なす　トマト　コーン
きゅうり　キャベツ

【食育の日献立　山梨県】
せいしゅんのトマトやきそばふう　牛乳
じゃがいもとひじきのサラダ
ふじさんゼリー

〔宝田小〕上越市教育委員会

やきそばめん　さとう
こめあぶら　じゃがいも

こめ　さとう　ごま
こむぎこ　でんぷん
マヨネーズ　こめあぶら

　　　　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

７月

名立産野菜

キャベツ

小松菜

玉ねぎ

にんにく

じゃがいも

さやいんげん

ズッキーニ

きゅうり

なす

７月１日は、富士山の山開きの日です。富士山の山開きには、「海のものと山の
ものを用いて山開きをお祝いする」ことから、「じゃがいもとひじきの煮物」を食
べるそうです。給食は、７月２２日に、山梨県にちなんだ料理として『じゃがいも
とひじきのサラダ』にしました。また、デザートに富士山ゼリーがあります。
『青春のトマト焼きそば』は、山梨県中央市が特産の完熟トマトを使い、山梨県
独自の料理「ミート焼きそば」を再現しようと考えられました。焼きそばの上に、
トマト入りのミートソースをかける料理です。給食を食べて、山梨県に行った気分
になってもらえたらと思います。


