
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

8月
29日 月

カレーむぎごはん 牛乳
ハヤシライス
こんにゃくサラダ

ぎゅうにゅう　ぶたにく
しろいんげんまめ 623 19.1

30 火

キムたくごはん オレンジジュース

メンチカツ
なつやさいのあえもの
わかめスープ　アセロラゼリー

ベーコン　とうふ　わかめ
ぶたにく

596 13.7

31 水

ごはん 牛乳 やさいいりシュウマイ
はるさめサラダ
ごもくちゅうかうまに

ぎゅうにゅう　とりにく
ぶたにく　あつあげ　みそ

655 24.4

9月
1日 木

ごはん 牛乳 なつやさいとタラのあげに
いそあえ
きゃべつのみそしる

ぎゅうにゅう　だいず　たら
のり　あぶらあげ　みそ 644 22.1

2 金

ごはん 牛乳 のりふりかけ
あつあげのあまみそやき
あおだいずサラダ　とんじる

あおのり　ぎゅうにゅう
あつあげ　みそ
あおだいず　ぶたにく

613 23.3

5 月

むぎごはん 牛乳
セルフのツナそぼろどん
あおのりポテト　ワンタンスープ

ぎゅうにゅう　ツナ　だいず
あおのり　ぶたにく　なると 673 25.5

6 火

ごはん 牛乳 【ふるさと献立＆上越野菜の日】
めぎすのなんばんづけ
なますかぼちゃのうまからいため
しおこうじスープ

ぎゅうにゅう　めぎす
ハム　かまぼこ 595 21.4

7 水

パインこめこパン 牛乳
オムレツのトマトソースがけ
リボンサラダ
コーンクリームスープ

ぎゅうにゅう　たまご
ベーコン　しろいんげんまめ
とうにゅう

632 26.4

8 木

ゆでちゅうかめん 牛乳 ちゃんぽん
大豆と小魚のごまがらめ
おひたし

ぎゅうにゅう　ぶたにく
なると　だいず
ちりめんじゃこ

652 32.2

9 金

ごはん 牛乳 【十五夜こんだて】
うさぎハンバーグ　ゆかりあえ
おつきみじる

ぎゅうにゅう　とりにく
ぶたにく　かまぼこ　とうふ

618 21.8

12 月

ごはん 牛乳
ささかまのおこのみやき
じゃがいものきんぴら
にらたまみそしる

ぎゅうにゅう　ささかまぼこ
あおのり　かつおぶし
さつまあげ　とうふ
たまご　みそ

610 22.3

13 火
ごはん 牛乳 あつあげとじゃがいもの

　　　　　　　ケチャップがらめ
ごまふうみあえ　ごもくスープ

ぎゅうにゅう　あつあげ
ぶたにく　なると

606 21.0

14 水

ごはん 牛乳 【まごはやさしいこんだて】
さばのピリからやき
ひじきとだいずのいために
じゃがいものごまみそしる

ぎゅうにゅう　さば　ひじき
だいず　さつまあげ
あぶらあげ　みそ

623 27.4

15 木
ソフトめん 牛乳

なすとトマトのミートソース
わかめのサラダ

ぎゅうにゅう　ぶたにく
だいず　わかめ 654 28.1

16 金

20 火
ごはん 牛乳 【食育の日：おおいたけん】

とりてん　さっぱりサラダ
だんごじる

ぎゅうにゅう　とりにく
みそ

602 20.6

21 水

こめこナン 牛乳
スパイスキーマカレー
くきわかめのサラダ　ヨーグルト

ぎゅうにゅう　ぶたにく
だいず　くきわかめ
ヨーグルト

660 28.5

22 木

26 月
ごはん 牛乳 あつあげとキャベツのみそいため

ローストパンプキンポテト
コーンたまごスープ

ぎゅうにゅう　ぶたにく
あつあげ　みそ　たまご 663 23.2

27 火
ごはん 牛乳 ほっけのカレーてりやき

ごまあえ　もずくのみそしる
豆乳パンナコッタ

ぎゅうにゅう　ほっけ
もずく　とうふ　みそ
とうにゅう

601 24.3

28 水

こくとうパン 牛乳 チリビーンズ
スパゲティーサラダ
やさいスープ

ぎゅうにゅう　ぶたにく
だいず　ベーコン

645 26.7

29 木
ごはん 牛乳 いわしのカリカリフライ

きりぼしだいこんとツナのいためもの
キムチとんじる

ぎゅうにゅう　まいわし
ツナ　ぶたにく　とうふ　みそ 658 24.0

30 金

わかめごはん 牛乳 ふとまきたまご
ごまこんぶあえ
めぎすのつみれじる

わかめ　ぎゅうにゅう
たまご　ちくわ　こんぶ
めぎす　とうふ　みそ　だいず

601 25.3

ジャンボ遠足のため、お弁当の日です。

ジャンボ遠足予備日のため、お弁当の日です。

☆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。

食塩：2.1 g一食平均エネルギー：631 Kcal

しょうが　こまつな　にんじん　もやし
えのきたけ　ながねぎ

たんぱく質：24.7 g 脂質：17.8 g

にんにく　しょうが　たまねぎ
にんじん　なす　トマト　キャベツ
こんにゃく　コーン

こんにゃく　きゅうり　キャベツ　コーン
にんじん　だいこん　はくさい
ながねぎ　ごぼう

にんじん　こんにゃく　たまねぎ
えのきたけ　にら

たまねぎ　しょうが　にんにく　にんじん
きゅうり　コーン　キャベツ

ソフトめん　こめあぶら
ハヤシルウ　ごま

こめ　ごま　さとう

こめ　こむぎこ　こめあぶら
さとう　ごま　ほうとう麺

ナン　こめあぶら　カレールウ
こめこ　ごまあぶら　さとう
ごま

にんにく　たまねぎ　にんじん　トマト
ピーマン　きゅうり　もやし　コーン

しょうが　にんにく　にんじん
キャベツ　ピーマン　かぼちゃ
たまねぎ　コーン　クリームコーン

たまねぎ　しょうが　にんにく　トマト
キャベツ　もやし　きゅうり　ゆかりこ
にんじん　ながねぎ

コッペパン　くろざとう
こめあぶら　さとう　パンこ
スパゲッティ　じゃがいも

こめ　さとう　じゃがいも
パンこ　なたね油
こめあぶら　ごまあぶら

こめ　水あめ　さとう
でんぷん　だいずあぶら
ごまあぶら　ごま

こめ　さとう　こめあぶら
じゃがいも　ねりごま　ごま

こめ　じゃがいも　こめあぶら
さとう　ごまあぶら　ごま
はるさめ

きゅうり　にんじん　もやし
コーン　たまねぎ　はねぎ

しょうが　にんにく　きりぼしだいこん
キャベツ　にら　にんじん　たまねぎ
キムチ　ながねぎ

こまつな　キャベツ　にんじん
たまねぎ　ごぼう　ながねぎ

しょうが　にんじん　こんにゃく
キャベツ　えのきたけ

こめ　ラード　さとう　ごま

こめ　でんぷん　こめあぶら
さとう　ごま　じゃがいも

熱や力になるもの

かぼちゃ　ピーマン　こまつな　もやし
にんじん　たまねぎ　キャベツ
えのきたけ

キャベツ　こまつな　にんじん
たまねぎ　こんにゃく　ながねぎ

にんじん　ごぼう　えだまめ　ピーマン
たまねぎ　ながねぎ

ながねぎ　しょうが　なますかぼちゃ
にんじん　キャベツ　もやし　はねぎ

こめ　おおむぎ　こめあぶら
じゃがいも　ハヤシルウ
ごまあぶら　ごま

しょうが　にんにく　にんじん　たまねぎ
エリンギ　トマト　キャベツ　きゅうり
こんにゃく　コーン

キムチ　たくあん　オレンジ　きゅうり
もやし　コーン　にんじん　メンマ
たまねぎ　ながねぎ　アセロラ

体の調子を整えるもの

こめ　ごま　さとう
ごまあぶら　じゃがいも

こめ　おおむぎ　こめあぶら
さとう　じゃがいも　ワンタン

こめ　こめあぶら　さとう
ごまあぶら　ごま
じゃがいも

こめこパン　でんぷん
さとう　ひまわり油
マカロニ　こめあぶら
じゃがいも

ちゅうかめん　こめあぶら
さとう　ごま

コーン　たまねぎ　にんじん
ほうれんそう　もやし　きゅうり
しょうが　にんにく　メンマ　はねぎ

にんにく　しょうが　にんじん　たまねぎ
キャベツ　もやし　こまつな　コーン

こめ　ごまあぶら　パンこ
こめあぶら　ごま　さとう

こめ　さとう　こむぎこ
はるさめ　ごまあぶら
ごま　こめあぶら
じゃがいも　でんぷん

〔大潟町小〕上越市教育委員会

パインチップ　トマト　きゅうり　キャベツ
にんじん　たまねぎ　エリンギ　コーン
クリームコーン　パセリ

こめ　こめあぶら　さとう
でんぷん　じゃがいも

こめ　ノンエッグマヨネーズ
じゃがいも　こめあぶら
さとう　ごま

　　　　学　校　給　食　こ　ん　だ　て　表令和4年8・9月分

日 曜
献　　　　　　　　立　　　　　　　　名 使　　　　用　　　　材　　　　料　　　　名

【８・９月の大潟野菜】
たまねぎ・じゃがいも・かぼちゃ・なますかぼちゃ


