
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(1・2群) Kcal g

26 金
ごはん 牛乳 セルフのツナそぼろどん

もやしとニラのナムル
もずくのみそしる

ぎゅうにゅう　ツナ
大豆　もずく　とうふ
みそ

608 23.8

29 月
ごはん 牛乳 あつやきたまご

きゃべつのごますあえ
マーボーなす

ぎゅうにゅう　たまご
ぶたにく　みそ

648 26.4

30 火

カレー麦ごはん 牛乳 なつやさいミートハヤシ
ゆでとうもろこし
アセロラゼリー

ぎゅうにゅう　ぶたにく
だいず

698 23.3

31 水

ごはん 牛乳 はるまき
きりぼしバンサンスー
とうもろこしとモロヘイヤの
　　　　　　　　たまごスープ

ぎゅうにゅう　ベーコン
たまご 673 19.6

1 木

ごはん 牛乳 【ぼうさいの日】
なつやさいとくるまふのあげに
うめふうみいそあえ
かんぶつたっぷりスープ

ぎゅうにゅう　だいず
のり　ぶたにく　なると
わかめ　こうやどうふ

661 22.8

2 金

アップルコッペパン

牛乳 こしのまるなすのミートソースやき

しおレモンサラダ
レタスのスープ

ぎゅうにゅう　ぶたにく
ひじき　こなチーズ
ベーコン　とうふ
うずらたまご

601 24.3

5 月
ごはん 牛乳 ぶたにくのバーベキューソースがけ

わかめのさっぱりあえ
にらたまみそしる

ぎゅうにゅう　ぶたにく
わかめ　とうふ　たまご
みそ　だいず

654 27.4

6 火
ごはん 牛乳 コーンしゅうまい

フーチャンプルー
もずくとおくらのみそしる

ぎゅうにゅう　たら
ツナ　あつあげ　たまご
だいず　かつおぶし
あぶらあげ　もずく　みそ

661 24.4

7 水

ごはん 牛乳 【ふるさと献立＆上越やさいの日】
めぎすのなんばんづけ
なますかぼちゃのごもくあえ
カラフルポテトの
　　　　　しおこうじスープ

ぎゅうにゅう　めぎす
ぶたにく 615 22.0

8 木

ゆでちゅうかめん
牛乳 タンメンスープ

にくだんごのもちごめむし
ごまおひたし
おつきみだんご

ぎゅうにゅう　ぶたにく
うずらたまご　かまぼこ
ぶたにく

710 29.4

9 金
ごはん 牛乳 あつあげのあまみそやき

あおだいずサラダ
さけだんごじる

ぎゅうにゅう　あつあげ
みそ　あおだいず
さけ　たら　とうふ

601 23.5

12 月

麦ごはん 牛乳 セルフビビンバどん
(にくそぼろ　ナムル)
チゲふうスープ
ヨーグルト

ぎゅうにゅう　ぶたにく
だいず　かまぼこ
とうふ　みそ
ヨーグルト

645 29.9

13 火

ごはん 牛乳 のりふりかけ
さけのレモンバターじょうゆ
ごまこんぶあえ
わかめのたまごスープ

あおのり　ぎゅうにゅう
さけ　こんぶ　なると
わかめ　とうふ　たまご

606 30.1

14 水
ごはん 牛乳 ささかまのおかかチーズやき

もずくのチャプチェ
ごもくつみれじる

ぎゅうにゅう　ささかまぼこ
チーズ　かつおぶし
ぶたにく　もずく　とうふ
めぎす

601 25.0

15 木

ソフトめん 牛乳 カレーなんばんじる
いわしのカリカリフライ
わかめのサラダ

ぎゅうにゅう　ぶたにく
なると　まいわし　わかめ

637 27.6

16 金

ごはん 牛乳 【しょくいくの日：おおいた県】
とりてん
ゆずのかおりサラダ
だんごじる

ぎゅうにゅう　とりにく
みそ 620 21.1

20 火
ごはん 牛乳 さばのねぎみそやき

きりこんぶに
ごまみそしる

ぎゅうにゅう　さば　みそ
こんぶ　さつまあげ
だいず　かつおぶし　とうふ

642 27.0

21 水

ごはん 牛乳 とうふハンバーグのおろしソース
きりぼしとなますかぼちゃの

　　　　　　　　　　ごまずあえ

しおにくじゃが

ぎゅうにゅう　とうふ
とりにく　ぶたにく
あつあげ

683 26.6

22 木

ごもくツナチャーハン

牛乳 ミートボール
えだまめチーズポテト
ちゅうかコーンスープ

ツナ　ぎゅうにゅう
とりにく　ぶたにく
だいず　チーズ　とうふ

668 28.4

26 月

ごはん 牛乳 やきぎょうざ
くきわかめのサラダ
マーボーどうふ

ぎゅうにゅう　ぶたにく
とりにく　くきわかめ
ぶたにく　だいず
とうふ　みそ

642 25.3

27 火
ごはん 牛乳 ほっけのてりやき

さつまいものごまあえ
もやしのみそしる

ぎゅうにゅう　ほっけ
わかめ　あぶらあげ
みそ　だいず

607 25.9

28 水
ごはん 牛乳 あつあげとキャベツのみそいため

のりしおビーンズフィッシュ
ごもくじる

ぎゅうにゅう　あつあげ
ぶたにく　みそ　だいず
かたくちいわし　あおのり
とうふ

618 24.8

29 木
ごはん 牛乳 さんまのかばやき

ごもくきんぴら
かぼちゃのみそしる

ぎゅうにゅう　さんま
あおのり　さつまあげ
あぶらあげ　みそ

738 25.4

30 金

こめこパン 牛乳 いちごジャム
チーズオムレツ
コールスローサラダ
とうにゅうコーンクリームスープ

ぎゅうにゅう　たまご
チーズ　ベーコン
しろいんげんまめ
とうにゅう

632 26.5

こめ　こむぎこ
こめあぶら　さとう
さといも　ほうとうめん

しょうが　にんじん　ごぼう
こんにゃく　さやいんげん　かぼちゃ
たまねぎ　えのきたけ　ほうれんそう

こめ　おおむぎ
こめあぶら　ハヤシルウ

こめ　はるさめ　こむぎこ
だいずあぶら　さとう
こめこ　こめあぶら
ごまあぶら　ごま　でんぷん

食塩：2.1 g

キャベツ　たまねぎ　にら　しょうが
にんじん　もやし　にんにく
ほししいたけ　メンマ　えだまめ

サラダこんにゃく　きゅうり
キャベツ　コーン　ゆず　にんじん
はくさい　しめじ　ながねぎ
ごぼう

たんぱく質：25.9 g 脂質：18.4 g

ソフトめん　カレールウ
でんぷん　さとう　じゃがいも
こめ　米パンこ　なたね油
こめあぶら　ごまあぶら　ごま

こめ　ラード　こむぎこ
だいずあぶら　でんぷん
ごまあぶら　ごま
こめあぶら　さとう

ちゅうかめん　こめあぶら
もち米　でんぷん　さとう
ごま　ごまあぶら
こむぎこ　さつまいも

キャベツ　きゅうり　にんじん
もやし　たまねぎ　エリンギ
コーン　パセリ　いちご

パセリ　たまねぎ　にんにく　ピーマン
あかピーマン　だいこん　にんじん
ごぼう　しらたき　ながねぎ

たまねぎ　にんじん　えのきたけ
メンマ　ほうれんそう　しょうが
キャベツ　きゅうり　もやし

はねぎ　しょうが　にんにく
にんじん　ごぼう　しらたき
たまねぎ　しめじ　なす

しょうが　にんじん　ほうれんそう
キャベツ　もやし　えのきたけ
ながねぎ

たけのこ　ほししいたけ　ながねぎ
にんにく　しょうが　きりぼしだいこん
ほうれんそう　もやし　にんじん
たまねぎ　えのきたけ　キムチ　にら

こめ　こめあぶら　さとう
じゃがいも　ごま
ねりごま

こめ　パンこ　でんぷん
さとう　ごま　じゃがいも
こめあぶら

たまねぎ　だいこん　にんじん
きりぼしだいこん　キャベツ
こまつな　しらたき　さやいんげん
にんにく　なますかぼちゃ

キャベツ　こまつな　にんじん
たまねぎ　ごぼう　ながねぎ

こめこパン　さとう
だいずあぶら　こめあぶら
じゃがいも　こめこ

こめ　さつまいも　ごま
さとう

こめ　こめあぶら　さとう
ごま　でんぷん
じゃがいも

こめ　こめあぶら　さとう
でんぷん　じゃがいも
ごま

こめ　ごまあぶら　さとう
ごま　さつまいも

こめ　ごま　さとう
バター　でんぷん
ごまあぶら

レモンじる　キャベツ　もやし
こまつな　にんじん　たまねぎ
えのきたけ

ほししいたけ　ながねぎ　にんじん
さやいんげん　たまねぎ　えだまめ
キャベツ　えのきたけ　コーン

にんじん　キャベツ　ピーマン
しょうが　たまねぎ　ゆうがお
ごぼう

こめ　さとう　ごま
ごまあぶら
だいずあぶら　でんぷん

こめ　ふ　でんぷん
こめあぶら　さとう
ごま　ごまあぶら

熱や力になるもの(5・6群)

かぼちゃ　なす　ピーマン
ほうれんそう　もやし　にんじん
うめぼし　きりぼしだいこん
メンマ　ながねぎ

りんご　たまねぎ　えだまめ　なす　きゅうり
キャベツ　あかピーマン　レモンじる
にんじん　えのきたけ　レタス　トマト

たまねぎ　しょうが　りんご
もやし　きゅうり　コーン　みかん
にら　にんじん　えのきたけ

とうもろこし　たまねぎ　にんじん
キャベツ　えのきたけ　オクラ

こめ　こめあぶら
さとう　ごまあぶら
ごま　じゃがいも

しょうが　にんじん　たまねぎ
ピーマン　えだまめ　もやし　にら
コーン　えのきたけ　こまつな

キャベツ　にんじん　たまねぎ
コーン　ながねぎ　しょうが
ほししいたけ　ほうれんそう
もやし

使　　　　用　　　　材　　　　料　　　　名
体の調子を整えるもの(3・4群)

コッペパン　こめあぶら
マカロニ

こめ　さとう　ごまあぶら

こめ　ラード　でんぷん
パンこ　こむぎこ
さとう　ふ　こめあぶら
じゃがいも

こめ　こめあぶら
さとう　ごまあぶら
ごま　じゃがいも

キャベツ　ほうれんそう　にんじん
なす　たまねぎ　たけのこ
ほししいたけ　にら　ながねぎ
しょうが　にんにく

にんにく　しょうが　にんじん
たまねぎ　かぼちゃ　なす　トマト
えだまめ　とうもろこし　アセロラ

キャベツ　にんじん
きりぼしだいこん　きゅうり
たまねぎ　もやし　モロヘイヤ
コーン

こめ　さとう　でんぷん
ひまわり油　ごま
こめ油　ごま油

〔板倉小学校〕上越市教育委員会

一食平均エネルギー：642 Kcal

ながねぎ　しょうが
なますかぼちゃ　にんじん
きゅうり　きりぼしだいこん
ゆうがお　キャベツ　えだまめ

こめ　おおむぎ
ごまあぶら　じゃがいも
こめあぶら

こめ　おおむぎ
こめあぶら　さとう
ごまあぶら

　　　　学　校　給　食　こ　ん　だ　て　表令和4年8月　9月

日 曜
献　　　　　　立　　　　　　名



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(赤) Kcal g

30 火

カレーごはん 牛乳 なつやさいミートハヤシ
ひじきサラダ
ゆでとうもろこし

ぎゅうにゅう　ぶたにく
だいず　ひじき

655 22.5

31 水

ごはん 牛乳 はるまき
きりぼしバンサンスー
とうもろこしと
    モロヘイヤのスープ

ぎゅうにゅう　ベーコン 645 18.0

1 木

ごはん 牛乳 【ぼうさいの日】
なつやさいとこうやどうふの
                     あげに
うめふうみいそあえ
かんぶつたっぷりスープ

ぎゅうにゅう　だいず
こうやどうふ　のり
ぶたにく　なると
わかめ

654 22.3

2 金

アップルチップパン

牛乳 こしのまるなすの
        ミートソースやき
しおレモンサラダ
レタスのスープ

ぎゅうにゅう　ぶたにく
ひじき　とうふ　とりにく
ﾐｯｸｽﾋﾞｰﾝｽﾞ

549 25.3

5 月

ごはん 牛乳 ぶたにくの
   バーベキューソースがけ
わかめのさっぱりあえ
にらとたまねぎのみそしる

ぎゅうにゅう　ぶたにく
わかめ　とうふ　みそ
だいず

641 25.5

6 火
ごはん 牛乳 コーンしゅうまい

ゴーヤチャンプルー
もずくとおくらのみそしる

ぎゅうにゅう　たら　ツナ
とうふ　かつおぶし　あぶらあげ
もずく　みそ　だいず

616 21.8

7 水

ごはん 牛乳 【ふるさと献立＆上越やさいの日】
めぎすのなんばんづけ
なますかぼちゃのごもくあえ
カラフルポテトの
      しおこうじスープ

ぎゅうにゅう　めぎす
ぶたにく

613 22.1

8 木

ゆでちゅうかめん 牛乳 タンメンスープ
にくだんごのもちごめむし
ごまおひたし　　お月見ゼリー

ぎゅうにゅう　ぶたにく
かまぼこ

734 29.3

9 金
ごはん 牛乳 あつあげのあまみそやき

あおだいずサラダ
さけだんごじる

ぎゅうにゅう　あつあげ　みそ
あおだいず　　さけ　たら　とうふ 602 23.6

12 月
ごはん 牛乳 セルフビビンバどん

チゲふうスープ
アセロラミルクゼリー

ぎゅうにゅう　ぶたにく
だいず　かまぼこ
とうふ　みそ　とうにゅう

649 27.3

13 火

ごはん 牛乳 のりふりかけ
さけのレモンバターじょうゆやき

ごまこんぶあえ
◎わかめとうずらたまごのスープ

あおのり　ぎゅうにゅう
さけ　こんぶ　なると
わかめ　とうふ
うずらたまご

605 29.7

14 水

ごはん 牛乳
ささかまのおかかマヨネーズやき

もずくのチャプチェ
ごもくつみれじる

ぎゅうにゅう　ささかまぼこ
かつおぶし　あおのり　ぶたにく
もずく　とうふ　めぎす

625 23.4

15 木

ソフトめん 牛乳 カレーなんばんじる
いわしのカリカリフライ
わかめのサラダ

ぎゅうにゅう　ぶたにく
なると　まいわし　わかめ

642 27.7

16 金

ごはん 牛乳 【しょくいくの日・おおいた県】
中津からあげ風
ゆずのかおりサラダ
だんごじる

ぎゅうにゅう　とりにく
みそ

657 22.8

20 火
ごはん 牛乳 さばのねぎみそやき

きりこんぶに
ごまみそしる

ぎゅうにゅう　さば　みそ　こんぶ
さつまあげ　だいず　かつおぶし
とうふ

647 27.2

21 水

ごはん 牛乳 とうふハンバーグのおろしソース

きりぼしとなますかぼちゃの
　　　　　　　　ごまずあえ
しおにくじゃが

ぎゅうにゅう　とうふ
とりにく　ぶたにく
あつあげ

673 26.1

22 木

ごもくツナチャーハン

牛乳 ミートボール
えだまめポテト
ちゅうかコーンスープ

ツナ　ぎゅうにゅう
とりにく　ぶたにく
とうふ

648 27.9

26 月
ごはん 牛乳 やきぎょうざ

茎わかめのサラダ
マーボーどうふ

ぎゅうにゅう　ぶたにく　とりにく
くきわかめ　　だいず　とうふ
みそ

652 26.2

27 火
ごはん 牛乳 ほっけのてりやき

さつまいものごまあえ
もやしのみそしる

ぎゅうにゅう　ほっけ
わかめ　あぶらあげ
みそ　だいず

605 25.7

28 水
ごはん 牛乳 あつあげとキャベツのみそいため

のりしおビーンズフィッシュ
ごもくじる

ぎゅうにゅう　あつあげ　ぶたにく
みそ　だいず　かたくちいわし
あおのり　とうふ

616 24.9

29 木
ごはん 牛乳 さんまのかばやき

ごもくきんぴら
かぼちゃのみそしる

ぎゅうにゅう　さんま
あおのり　さつまあげ
あぶらあげ　みそ

738 25.4

30 金

こめこパン 牛乳 いちごジャム
チーズオムレツ
コールスローサラダ
とうにゅうコーンクリームスープ

ぎゅうにゅう　たまご
チーズ　ベーコン
しろいんげんまめ
とうにゅう

636 26.6

こめこパン　いちごジャム
さとう　だいずあぶら
こめあぶら　じゃがいも
こめこ

キャベツ　きゅうり　にんじん
もやし　たまねぎ　エリンギ
コーン　パセリ

一食平均エネルギー：640 Kcal たんぱく質：25.5 g 脂質：18.5 g 食塩：2.0 g

こめ　さつまいも
ごま　さとう

しょうが　にんじん　ほうれんそう
キャベツ　もやし　えのきたけ
ながねぎ

こめ　こめあぶら
さとう　ごま　でんぷん
じゃがいも

にんじん　キャベツ　ピーマン
しょうが　たまねぎ　ゆうがお
ごぼう

こめ　こめあぶら
さとう　でんぷん
じゃがいも　ごま

しょうが　にんじん　ごぼう　こんにゃく
さやいんげん　かぼちゃ　たまねぎ
えのきたけ　ほうれんそう

こめ　でんぷん
さとう　ごま
じゃがいも　こめあぶら

たまねぎ　だいこんおろし　きりぼしだいこん
なますかぼちゃ　キャベツ　にんじん
こまつな　しらたき　さやいんげん
にんにく

こめ　ごまあぶら
さとう　じゃがいも
こめあぶら

ほししいたけ　ながねぎ　にんじん
さやいんげん　たまねぎ　えだまめ
キャベツ　えのきたけ　コーン

こめ　ラード　こむぎこ
だいずあぶら　でんぷん
ごまあぶら　ごま　こめあぶら
さとう

キャベツ　たまねぎ　にら　しょうが
にんじん　もやし　にんにく　ほししいたけ
メンマ　えだまめ

ソフトめん　でんぷん　さとう
じゃがいも　こめこ
なたねあぶら　こめあぶら
ごまあぶら　ごま　カレールウ

たまねぎ　にんじん　えのきたけ
メンマ　ほうれんそう　しょうが
キャベツ　きゅうり　もやし

こめ　でんぷん　こめこ
こめあぶら　さといも
ほうとうめん

しょうが　にんにく　サラダこんにゃく
きゅうり　キャベツ　コーン　ゆず
にんじん　はくさい　しめじ　ながねぎ
ごぼう

こめ　こめあぶら
さとう　じゃがいも
ごま　ねりごま

はねぎ　しょうが　にんにく
にんじん　ごぼう　しらたき
たまねぎ　しめじ　なす

こめ　こめあぶら
さとう　ごまあぶら

たけのこ　ほししいたけ　ながねぎ　にんにく
しょうが　きりぼしだいこん　ほうれんそう
もやし　にんじん　たまねぎ　えのきたけ
キムチ　にら　アセロラ

こめ　ごま　さとう
マーガリン　でんぷん
ごまあぶら

レモンじる　キャベツ　もやし
こまつな　にんじん　たまねぎ
えのきたけ

こめ　ノンエッグマヨネーズ
ごまあぶら　さとう　ごま
さつまいも

たまねぎ　にんにく　ピーマン
あかピーマン　だいこん
にんじん　ごぼう　しらたき
ながねぎ

こめ　こめあぶら
さとう　ごまあぶら
ごま　じゃがいも

ながねぎ　しょうが　なますかぼちゃ
にんじん　きゅうり　きりぼしだいこん
ゆうがお　キャベツ　えだまめ

ちゅうかめん　こめあぶら
もちごめ　でんぷん　さとう
ごま　ごまあぶら　水あめ

キャベツ　にんじん　たまねぎ　コーン
ながねぎ　しょうが　ほししいたけ
ほうれんそう　もやし

こめ　さとう　ごま
ごまあぶら
だいずあぶら　でんぷん

キャベツ　こまつな　にんじん
たまねぎ　ごぼう　ながねぎ

コッペパン　こめあぶら
りんご　たまねぎ　えだまめ　なす　きゅうり
キャベツ　あかピーマン　レモンじる
にんじん　えのきたけ　レタス　トマト

こめ　さとう
ごまあぶら　じゃがいも

たまねぎ　しょうが　りんご　もやし
きゅうり　コーン　みかん缶　にんじん
えのきたけ　にら

こめ　ラード　でんぷん　パンこ
こむぎこ　さとう　こめあぶら
じゃがいも

コーン　たまねぎ　にんじん
もやし　キャベツ　ゴーヤ
えのきたけ　オクラ

こめ　こめあぶら
じゃがいも　さとう
こめこのハヤシルウ

にんにく　しょうが　にんじん　たまねぎ
かぼちゃ　なす　えだまめ　サラダこんにゃく
きゅうり　とうもろこし　トマト

こめ　はるさめ　こむぎこ
だいずあぶら　さとう　こめこ
こめあぶら　ごまあぶら　ごま

キャベツ　にんじん　コーン
きりぼしだいこん　きゅうり
たまねぎ　もやし　モロヘイヤ

こめ　でんぷん
こめあぶら　さとう
ごま　はるさめ
ごまあぶら

かぼちゃ　なす　ピーマン
ほうれんそう　もやし　にんじん
うめぼし　きりぼしだいこん
メンマ　ながねぎ

令和4年8月・9月 　　　　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(黄) 体の調子を整えるもの(緑)


