
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

８/29 月
ごはん 牛乳 三和産なつやさいたっぷり

スパイスカレーライス
フルーツのゼリーあえ

ぎゅうにゅう ぶたにく
だいず

729 21.5 17.6 1.7

８/30 火
ごはん 牛乳 セルフのツナとえだまめのそぼろどん

ガーリックポテト
モロヘイヤのスープ

ぎゅうにゅう たまご ツナ
だいず とうふ

676 25.1 22.1 1.8

８/31 水
ごはん 牛乳 さけのみそマヨチーズやき

ゴーヤチャンプル
もずくとオクラのスープ

ぎゅうにゅう さけ みそ
チーズ ツナ たまご もずく
かつおぶし かまぼこ

645 28.5 20.3 2.0

1 木

ごはん 牛乳
【防災【ぼうさい）の日こんだて】
なつやさいとくるまふのあげに
うめのりあえ
乾物（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

667 23.2 19.5 1.9

2 金

コッペパン 牛乳
カリーヴルスト  しおレモンサラダ
コーンクリームスープ

ぎゅうにゅう
フランクフルト
しろいんげんまめ

631 23.8 24.4 2.6

5 月
ごはん 牛乳 ささかまのおこのみやき

アーモンドおひたし
しおにくじゃが

ぎゅうにゅう あおのり
ささかまぼこ かつおぶし
ぶたにく あつあげ

679 25.6 20.1 2.0

6 火

こめこナン 牛乳 ツナとまめのインドふうスパイス
カレー　チーズポテト
グリーンナッツサラダ

ぎゅうにゅう だいず
ひよこまめ ツナ
スキムミルク チーズ

641 28.6 23.9 3.2

7 水

とうもろこし
ごはん

牛乳
【ふるさとこんだて＆
 上越野菜（じょうえつやさい）の日】
めぎすのなんばんづけ
なますかぼちゃのあえもの
ゆうがおのしおこうじスープ

ぎゅうにゅう めぎす
かまぼこ あつあげ

590 21.2 16.6 2.5

8 木

ゆでちゅうかめん 牛乳
タンメンスープ　メンマサラダ
ふのラスク

ぎゅうにゅう ぶたにく
なると うずらたまご

655 26.5 19.4 2.1

9 金
ごはん 牛乳 【十五夜（じゅうごや）こんだて】

うさぎハンバーグ　ゆかりあえ
おつきみじる　おつきみデザート

ぎゅうにゅう とりにく
ぶたにく かまぼこ とうふ

659 20.9 15.6 2.1

12 月
ごはん 牛乳 セルフのピーなすにくみそどん

もやしのごまずあえ
にらのかきたまじる

ぎゅうにゅう ぶたにく
だいず みそ あつあげ
たまご

669 27.2 21.7 2.1

13 火
ごはん 牛乳

ツナハヤシライス
かいそうサラダ

ぎゅうにゅう ツナ だいず
チーズ わかめ

708 23.2 20.5 2.2

14 水
ごはん 牛乳 【こまごはやさしいこんだて】

さばのしおやき　きりこんぶに
ごまみそしる

ぎゅうにゅう さば こんぶ
うちまめ さつまあげ
とうふ みそ

648 27.5 19.6 1.8

15 木

ソフトめん 牛乳 カレーめん
かぼちゃのチーズやき
みかんのさっぱりあえ

ぎゅうにゅう ぶたにく
ベーコン チーズ

683 27.2 16.8 2.2

16 金
ごはん 牛乳 【食育の日こんだて：大分（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

644 21.0 17.6 1.8

20 火
ごはん 牛乳 がんもどきのふくめに

たくあんあえ　きのことんじる
ミニレアチーズケーキ

ぎゅうにゅう がんもどき
ぶたにく とうふ みそ
だいず レアチーズ

651 24.5 20.8 2.1

21 水
ごはん 牛乳 ちゅうかライス

こざかなとさつまいもの
アーモンドがらめ

ぎゅうにゅう ぶたにく
なると うずらたまご
だいず かたくちいわし

699 24.8 22.4 1.9

22 木

26 月

チキンライス 牛乳 オムライス
（チキンライス・うすやきたまご・ケチャップ）

さつまいものクリームシチュー

ぎゅうにゅう とりにく
たまご スキムミルク
だいず

674 28.0 18.2 2.1

27 火
ごはん 牛乳 わかめふりかけ

あつあげのごまだれがけ
なめたけあえ　さけだんごじる

わかめ ちりめんじゃこ みそ
かつおぶし ぎゅうにゅう
あつあげ さけ たら だいず

610 23.5 17.4 2.2

28 水
ごはん 牛乳

はるまき　チョレギサラダ
はるさめスープ

ぎゅうにゅう ぶたにく
わかめ のり かまぼこ
とうふ

651 17.0 21.8 2.0

29 木
ごはん 牛乳 ちくわのパンこやき

にんじんしりしり
キムチさつまじる

ぎゅうにゅう ちくわ ツナ
あおのり たまご ぶたにく
とうふ みそ

680 24.7 20.7 2.4

30 金

こめこパン 牛乳 りんごジャム
ほうれんそうとツナのオムレツ
マカロニサラダ　コンソメスープ

ぎゅうにゅう たまご ツナ
チーズ ベーコン

670 27.4 25.6 2.6

　☆ 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。

太字：三和産食材

〔上杉小〕上越市教育委員会

遠足のため給食なし

コーン たまねぎ しょうが にんじん
なますかぼちゃ ほうれんそう
ゆうがお きりぼしだいこん ねぎ

こめ あぶら さとう
でんぷん ごまあぶら ごま
じゃがいも

      　　  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

体の調子を整えるもの

コッペパン あぶら さとう
マカロニ じゃがいも
バター こめこ

こめ マヨネーズ アーモンド
じゃがいも あぶら さとう

ナン あぶら カレールウ
こめこ じゃがいも さとう
マカロニ アーモンド

こめ こめあぶら さとう
ごまあぶら ごま
じゃがいも

ちゅうかめん あぶら
さとう ごまあぶら
ごま ふ バター

こめ ラード さとう ごま
さといも しらたまもち

こめ ふ でんぷん あぶら
さとう ごま ごまあぶら

熱や力になるもの

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 ながねぎ
きりぼしだいこん ほししいたけ

にんにく にんじん きゅうり キャベツ
レモン たまねぎ エリンギ コーン
パセリ

コーン キャベツ ほうれんそう
にんじん たまねぎ しらたき
さやいんげん にんにく

にんにく たまねぎ にんじん トマト
キャベツ きゅうり ブロッコリー

こめ あぶら はるさめ
こむぎこ こめこ ごま
ごまあぶら

こめ マヨネーズ パンこ
あぶら でんぷん ごま
さつまいも

こめ あぶら さとう
じゃがいも ごま

こめ あぶら じゃがいも
さとう ハヤシルウ こめこ
ごま

ソフトめん カレールウ
でんぷん あぶら

こめ バター でんぷん
さとう パンこ さつまいも
こめこ

こめ こむぎこ あぶら
さとう さといも
ほうとうめん

こめ さとう ごま
じゃがいも

にんじん ごぼう こんにゃく たまねぎ
しめじ なす

にんじん たまねぎ しめじ ながねぎ
ほうれんそう かぼちゃ キャベツ
きゅうり みかん

たくあん もやし キャベツ こまつな
ごぼう たまねぎ にんじん えのきたけ
しめじ ながねぎ いちご

にんにく しょうが なす たまねぎ
ピーマン もやし ほうれんそう
にんじん えのきたけ にら

にんじん たまねぎ キャベツ コーン
ながねぎ メンマ きゅうり もやし

たまねぎ しょうが にんじん もやし
ほうれんそう ゆかりこ ながねぎ

しょうが にんにく たまねぎ にんじん
エリンギ キャベツ コーン プチマリン

プチマリン 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

食塩：2.1 g一食平均エネルギー：662 Kcal

たまねぎ にんじん コーン ピーマン
しめじ ブロッコリー

たんぱく質：24.6 g 脂質：20.1 g

しそ もやし にんじん ほうれんそう
なめたけ ごぼう こんにゃく たまねぎ
ながねぎ

キャベツ こまつな にんにく にんじん
もやし メンマ ながねぎ

こめこパン ジャム ごま
マカロニ じゃがいも
ノンエッグマヨネーズ

こめ さとう ごま でんぷん
じゃがいも あぶら

にんじん もやし さやいんげん
ごぼう だいこん キムチ ながねぎ

りんご ほうれんそう たまねぎ
にんじん きゅうり キャベツ コーン
ブロッコリー

こめ あぶら じゃがいも
カレールウ こめこ さとう
ゼリー

しょうが にんにく たまねぎ にんじん
なす コーン かぼちゃ りんご もも
ようなし

こめ あぶら でんぷん
さとう ごま じゃがいも

にんじん えだまめ にんにく たまねぎ
えのきたけ プチマリン モロヘイヤ

こめ マヨネーズ さとう
あぶら でんぷん ごま
じゃがいも

にんじん ゴーヤ もやし たまねぎ
えのきたけ オクラ

こめ あぶら でんぷん
ごまあぶら さつまいも
アーモンド さとう

にんじん たまねぎ メンマ キャベツ
ほししいたけ こまつな しょうが
にんにく



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

8/26 金
ごはん 牛乳 三和産なつやさいたっぷり

スパイスカレーライス
フルーツのゼリーあえ

ぎゅうにゅう ぶたにく
だいず

720 21.0 17.3 1.7

８/29 月
ごはん 牛乳

ぎょうざ　はるさめサラダ
ゆうがおのごもくちゅうかうまに

ぎゅうにゅう ぶたにく
とりにく なると あつあげ
うずらたまご

680 24.1 20.9 1.9

８/30 火
ごはん 牛乳 セルフのツナとえだまめのそぼろどん

ガーリックポテト
モロヘイヤのスープ

ぎゅうにゅう たまご ツナ
だいず とうふ

670 24.7 21.6 1.8

８/31 水
ごはん 牛乳 さけのみそマヨチーズやき

ゴーヤチャンプル
もずくとオクラのスープ

ぎゅうにゅう さけ みそ
チーズ ツナ たまご もずく
かつおぶし かまぼこ

646 28.7 20.3 2.0

1 木

ごはん 牛乳 【防災【ぼうさい）の日こんだて】
なつやさいとくるまふのあげに
うめのりあえ
乾物（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

665 23.2 19.3 1.9

2 金

コッペパン 牛乳
カリーヴルスト  しおレモンサラダ
コーンクリームスープ

ぎゅうにゅう
フランクフルト
しろいんげんまめ

631 23.8 24.3 2.5

5 月
ごはん 牛乳 ささかまのおこのみやき

アーモンドおひたし
しおにくじゃが

ぎゅうにゅう あおのり
ささかまぼこ かつおぶし
ぶたにく あつあげ

676 25.7 19.6 1.9

6 火

こめこナン 牛乳 ツナとまめのインドふうスパイス
カレー　チーズポテト
グリーンナッツサラダ

ぎゅうにゅう だいず
ひよこまめ ツナ
スキムミルク チーズ

626 26.9 23.2 2.9

7 水

とうもろこし
ごはん

牛乳 【ふるさとこんだて＆
 上越野菜（じょうえつやさい）の日】
めぎすのなんばんづけ
なますかぼちゃのあえもの
ゆうがおのしおこうじスープ

ぎゅうにゅう めぎす
かまぼこ あつあげ

589 20.9 16.5 2.4

8 木

ゆでちゅうかめん 牛乳
タンメンスープ　メンマサラダ
ふのラスク

ぎゅうにゅう ぶたにく
なると うずらたまご

650 26.1 19.3 2.0

9 金
ごはん 牛乳 【十五夜（じゅうごや）こんだて】

うさぎハンバーグ　ゆかりあえ
おつきみじる　おつきみデザート

ぎゅうにゅう とりにく
ぶたにく かまぼこ とうふ

671 21.1 15.7 2.1

12 月
ごはん 牛乳 セルフのピーなすにくみそどん

もやしのごまずあえ
にらのかきたまじる

ぎゅうにゅう ぶたにく
だいず みそ あつあげ
たまご

669 27.2 21.6 2.1

13 火
ごはん 牛乳

ツナハヤシライス
かいそうサラダ

ぎゅうにゅう ツナ だいず
チーズ わかめ

703 22.9 20.2 2.2

14 水
ごはん 牛乳 【こまごはやさしいこんだて】

さばのしおやき　きりこんぶに
ごまみそしる

ぎゅうにゅう さば こんぶ
うちまめ さつまあげ
とうふ みそ

647 27.5 19.4 1.8

15 木

16 金
ごはん 牛乳 【食育の日こんだて：大分（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

644 21.0 17.6 1.8

20 火
ごはん 牛乳 がんもどきのふくめに

たくあんあえ　きのことんじる
ミニレアチーズケーキ

ぎゅうにゅう がんもどき
ぶたにく とうふ みそ
だいず レアチーズ

651 24.5 20.8 2.1

21 水
ごはん 牛乳 ちゅうかライス

こざかなとさつまいもの
アーモンドがらめ

ぎゅうにゅう ぶたにく
なると うずらたまご
だいず かたくちいわし

697 24.7 22.3 1.9

22 木
ごはん 牛乳 いわしのカリカリやき

しらたきとやさいのいためもの
じゃがいものカレーそぼろに

ぎゅうにゅう まいわし
ツナ ぶたにく あつあげ

681 24.4 19.5 1.4

26 月

チキンライス 牛乳 オムライス
（チキンライス・うすやきたまご・ケチャップ）

さつまいものクリームシチュー

ぎゅうにゅう とりにく
たまご スキムミルク
だいず

671 27.9 18.1 2.1

27 火
ごはん 牛乳 わかめふりかけ

あつあげのごまだれがけ
なめたけあえ　さけだんごじる

わかめ ちりめんじゃこ みそ
かつおぶし ぎゅうにゅう
あつあげ さけ たら だいず

609 23.5 17.4 2.2

28 水
ごはん 牛乳

はるまき　チョレギサラダ
はるさめスープ

ぎゅうにゅう ぶたにく
わかめ のり かまぼこ
とうふ

651 17.0 21.8 2.0

29 木
ごはん 牛乳 ちくわのパンこやき

にんじんしりしり
キムチさつまじる

ぎゅうにゅう ちくわ ツナ
あおのり たまご ぶたにく
とうふ みそ

680 24.7 20.7 2.4

30 金

こめこパン 牛乳 りんごジャム
ほうれんそうとツナのオムレツ
マカロニサラダ　コンソメスープ

ぎゅうにゅう たまご ツナ
チーズ ベーコン

666 27.2 25.4 2.5

　☆ 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。

　太字：三和産食材

にんじん もやし さやいんげん
ごぼう だいこん キムチ ながねぎ

りんご ほうれんそう たまねぎ
にんじん きゅうり キャベツ コーン
ブロッコリー

こめ あぶら じゃがいも
カレールウ こめこ さとう
ゼリー

しょうが にんにく たまねぎ にんじん
なす コーン かぼちゃ りんご もも
ようなし

こめ あぶら でんぷん
さとう ごま じゃがいも

にんじん えだまめ にんにく たまねぎ
えのきたけ プチマリン モロヘイヤ

こめ マヨネーズ さとう
あぶら でんぷん ごま
じゃがいも

にんじん ゴーヤ もやし たまねぎ
えのきたけ オクラ

こめ こむぎこ あぶら
でんぷん はるさめ さとう
ごまあぶら ごま

キャベツ たまねぎ にら しょうが もやし
にんじん ほうれんそう にんにく メンマ
干ししいたけ ゆうがお さやいんげん

こめ あぶら でんぷん
ごまあぶら さつまいも
アーモンド さとう

にんじん たまねぎ メンマ キャベツ
ほししいたけ こまつな しょうが
にんにく

しょうが にんじん しらたき キャベツ
ピーマン たまねぎ さやいんげん

食塩：2.1 g一食平均エネルギー：661 Kcal

たまねぎ にんじん コーン ピーマン
しめじ ブロッコリー

たんぱく質：24.3 g 脂質：20.1 g

しそ もやし にんじん ほうれんそう
なめたけ ごぼう こんにゃく たまねぎ
ながねぎ

キャベツ こまつな にんにく にんじん
もやし メンマ ながねぎ

にんじん ごぼう こんにゃく たまねぎ
しめじ なす

たくあん もやし キャベツ こまつな
ごぼう たまねぎ にんじん えのきたけ
しめじ ながねぎ いちご

にんにく しょうが なす たまねぎ
ピーマン もやし ほうれんそう
にんじん えのきたけ にら

にんじん たまねぎ キャベツ コーン
ながねぎ メンマ きゅうり もやし

たまねぎ しょうが にんじん もやし
ほうれんそう ゆかりこ ながねぎ

しょうが にんにく たまねぎ にんじん
エリンギ キャベツ コーン プチマリン

プチマリン 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

こめこパン ジャム ごま
マカロニ じゃがいも
ノンエッグマヨネーズ

こめ さとう ごま でんぷん
じゃがいも あぶら

こめ あぶら はるさめ
こむぎこ こめこ ごま
ごまあぶら

こめ マヨネーズ パンこ
あぶら でんぷん ごま
さつまいも

こめ あぶら さとう
じゃがいも ごま

こめ あぶら じゃがいも
さとう ハヤシルウ こめこ
ごま

こめ バター でんぷん
さとう パンこ さつまいも
こめこ

こめ こむぎこ あぶら
さとう さといも
ほうとうめん

こめ さとう ごま
じゃがいも

ちゅうかめん あぶら
さとう ごまあぶら
ごま ふ バター

こめ ラード さとう ごま
さといも しらたまもち

こめ ふ でんぷん あぶら
さとう ごま ごまあぶら

熱や力になるもの

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 ながねぎ
きりぼしだいこん ほししいたけ

にんにく にんじん きゅうり キャベツ
レモン たまねぎ エリンギ コーン
パセリ

コーン キャベツ ほうれんそう
にんじん たまねぎ しらたき
さやいんげん にんにく

にんにく たまねぎ にんじん トマト
キャベツ きゅうり ブロッコリー

使　　　　用　　　　材　　　　料　　　　名

体の調子を整えるもの

コッペパン あぶら さとう
マカロニ じゃがいも
バター こめこ

こめ マヨネーズ アーモンド
じゃがいも あぶら さとう

ナン あぶら カレールウ
こめこ じゃがいも さとう
マカロニ アーモンド

こめ こめあぶら さとう
ごまあぶら ごま
じゃがいも

〔美守小〕上越市教育委員会

白山防災学習のため給食なし

コーン たまねぎ しょうが にんじん
なますかぼちゃ ほうれんそう
ゆうがお きりぼしだいこん ねぎ

こめ さとう じゃがいも
あぶら パンこ でんぷん

こめ あぶら さとう
でんぷん ごまあぶら ごま
じゃがいも

      　　  学 校 給 食 こ ん だ て 表令和４年 ８・９月分

日 曜
献　　　立　　　名



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

8/24 水
ごはん 牛乳

セルフのビビンバ
ちゅうかふうコーンたまごスープ

ぎゅうにゅう ぶたにく
だいず とうふ たまご

629 24.5 18.0 1.9

8/25 木

ゆかりごはん 牛乳 あつやきたまご
きりぼしだいこんのやきそばふういため

かぼちゃのみそしる

ぎゅうにゅう たまご だいず
ﾍﾞｰｺﾝ みそ かつおぶし とうふ
あおのり あぶらあげ わかめ

663 24.3 20.8 2.8

8/26 金
ごはん 牛乳 三和産なつやさいたっぷり

スパイスカレーライス
フルーツのゼリーあえ

ぎゅうにゅう ぶたにく
だいず

715 20.7 17.3 1.7

８/29 月
ごはん 牛乳

ぎょうざ　はるさめサラダ
ゆうがおのごもくちゅうかうまに

ぎゅうにゅう ぶたにく
とりにく なると あつあげ
うずらたまご

678 24.4 21.1 1.8

８/30 火
ごはん 牛乳 セルフのツナとえだまめのそぼろどん

ガーリックポテト
モロヘイヤのスープ

ぎゅうにゅう たまご ツナ
だいず とうふ

663 24.3 21.3 1.8

８/31 水
ごはん 牛乳 さけのみそマヨチーズやき

ゴーヤチャンプル
もずくとオクラのスープ

ぎゅうにゅう さけ みそ
チーズ ツナ たまご もずく
かつおぶし かまぼこ

648 29.1 20.6 2.0

1 木

ごはん 牛乳
【防災【ぼうさい）の日こんだて】
なつやさいとくるまふのあげに
うめのりあえ
乾物（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

665 23.2 19.5 1.9

2 金

コッペパン 牛乳
カリーヴルスト　しおレモンサラダ
コーンクリームスープ

ぎゅうにゅう
フランクフルト
しろいんげんまめ

625 23.7 24.3 2.5

5 月

ごはん 牛乳 ささかまのおこのみやき
アーモンドおひたし
しおにくじゃが

ぎゅうにゅう あおのり
ささかまぼこ かつおぶし
ぶたにく あつあげ

675 25.3 19.6 1.9

6 火

こめこナン 牛乳
ツナとまめのインドふうスパイス
カレー　チーズポテト
グリーンナッツサラダ

ぎゅうにゅう だいず
ひよこまめ ツナ
スキムミルク チーズ

626 26.7 23.0 2.9

7 水

とうもろこし
ごはん

牛乳
【ふるさとこんだて＆
 上越野菜（じょうえつやさい）の日】
めぎすのなんばんづけ
なますかぼちゃのあえもの
ゆうがおのしおこうじスープ

ぎゅうにゅう めぎす
かまぼこ あつあげ

594 21.4 17.3 2.4

8 木

ゆでちゅうかめん 牛乳
タンメンスープ　メンマサラダ
ふのラスク

ぎゅうにゅう ぶたにく
なると うずらたまご

645 25.8 18.7 2.0

9 金
ごはん 牛乳 【十五夜（じゅうごや）こんだて】

うさぎハンバーグ　ゆかりあえ
おつきみじる　おつきみデザート

ぎゅうにゅう とりにく
ぶたにく かまぼこ とうふ

663 21.2 15.7 2.1

12 月
ごはん 牛乳 セルフのピーなすにくみそどん

もやしのごまずあえ
にらのかきたまじる

ぎゅうにゅう ぶたにく
だいず みそ あつあげ
たまご

674 27.6 22.3 2.1

13 火
ごはん 牛乳

ツナハヤシライス
かいそうサラダ

ぎゅうにゅう ツナ だいず
チーズ わかめ

701 22.7 20.3 2.2

14 水
ごはん 牛乳 【こまごはやさしいこんだて】

さばのしおやき　きりこんぶに
ごまみそしる

ぎゅうにゅう さば こんぶ
うちまめ さつまあげ
とうふ みそ

645 27.4 19.4 1.9

15 木

ソフトめん 牛乳 カレーめん
かぼちゃのチーズやき
みかんのさっぱりあえ

ぎゅうにゅう ぶたにく
ベーコン チーズ

683 27.3 16.8 2.2

16 金
ごはん 牛乳 【食育の日こんだて：大分（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

644 21.1 17.6 1.8

20 火
ごはん 牛乳 がんもどきのふくめに

たくあんあえ　きのことんじる
ミニレアチーズケーキ

ぎゅうにゅう がんもどき
ぶたにく とうふ みそ
だいず レアチーズ

649 24.7 20.8 2.0

21 水
ごはん 牛乳 ちゅうかライス

こざかなとさつまいもの
アーモンドがらめ

ぎゅうにゅう ぶたにく
なると うずらたまご
だいず かたくちいわし

692 24.6 21.7 2.0

22 木
ごはん 牛乳 いわしのカリカリやき

しらたきとやさいのいためもの
じゃがいものカレーそぼろに

ぎゅうにゅう まいわし
ツナ ぶたにく あつあげ

681 24.4 19.5 1.4

26 月

チキンライス 牛乳 オムライス
（チキンライス・うすやきたまご・ケチャップ）

さつまいものクリームシチュー

ぎゅうにゅう とりにく
たまご スキムミルク
だいず

678 27.9 18.5 2.1

27 火
ごはん 牛乳 わかめふりかけ

あつあげのごまだれがけ
なめたけあえ　さけだんごじる

わかめ ちりめんじゃこ みそ
かつおぶし ぎゅうにゅう
あつあげ さけ たら だいず

612 23.6 17.5 2.2

28 水
ごはん 牛乳

はるまき　チョレギサラダ
はるさめスープ

ぎゅうにゅう ぶたにく
わかめ のり かまぼこ
とうふ

650 17.3 21.7 2.0

29 木
ごはん 牛乳 ちくわのパンこやき

にんじんしりしり
キムチさつまじる

ぎゅうにゅう ちくわ ツナ
あおのり たまご ぶたにく
とうふ みそ

688 25.3 21.4 2.4

30 金

こめこパン 牛乳 りんごジャム
ほうれんそうとツナのオムレツ
マカロニサラダ　コンソメスープ

ぎゅうにゅう たまご ツナ
チーズ ベーコン

681 27.1 27.1 2.6

　☆ 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。

太字：三和産食材

〔里公小〕上越市教育委員会

コーン たまねぎ しょうが にんじん
なますかぼちゃ ほうれんそう
ゆうがお きりぼしだいこん ねぎ

こめ さとう じゃがいも
あぶら パンこ でんぷん

こめ あぶら さとう
でんぷん ごまあぶら ごま
じゃがいも

      　　  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

体の調子を整えるもの

コッペパン あぶら さとう
マカロニ じゃがいも
バター こめこ

こめ マヨネーズ アーモンド
じゃがいも あぶら さとう

ナン あぶら カレールウ
こめこ じゃがいも さとう
マカロニ アーモンド

こめ こめあぶら さとう
ごまあぶら ごま
じゃがいも

ちゅうかめん あぶら
さとう ごまあぶら
ごま ふ バター

キャベツ たまねぎ にら しょうが もやし
にんじん ほうれんそう にんにく メンマ
干ししいたけ ゆうがお さやいんげん

こめ ラード さとう ごま
さといも しらたまもち

こめ ふ でんぷん あぶら
さとう ごま ごまあぶら

熱や力になるもの

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 ながねぎ
きりぼしだいこん ほししいたけ

にんにく にんじん きゅうり キャベツ
レモン たまねぎ エリンギ コーン
パセリ

コーン キャベツ ほうれんそう
にんじん たまねぎ しらたき
さやいんげん にんにく

にんにく たまねぎ にんじん トマト
キャベツ きゅうり ブロッコリー

こめ マヨネーズ さとう
あぶら でんぷん ごま
じゃがいも

にんじん ゴーヤ もやし たまねぎ
えのきたけ オクラ

こめ こむぎこ あぶら
でんぷん はるさめ さとう
ごまあぶら ごま

こめこパン ジャム ごま
マカロニ じゃがいも
ノンエッグマヨネーズ

こめ さとう ごま でんぷん
じゃがいも あぶら

こめ あぶら はるさめ
こむぎこ こめこ ごま
ごまあぶら

こめ マヨネーズ パンこ
あぶら でんぷん ごま
さつまいも

こめ あぶら さとう
じゃがいも ごま

こめ あぶら じゃがいも
さとう ハヤシルウ こめこ
ごま

ソフトめん カレールウ
でんぷん あぶら

こめ バター でんぷん
さとう パンこ さつまいも
こめこ

こめ こむぎこ あぶら
さとう さといも
ほうとうめん

こめ さとう ごま
じゃがいも

にんじん ごぼう こんにゃく たまねぎ
しめじ なす

にんじん たまねぎ しめじ ながねぎ
ほうれんそう かぼちゃ キャベツ
きゅうり みかん

たくあん もやし キャベツ こまつな
ごぼう たまねぎ にんじん えのきたけ
しめじ ながねぎ いちご

にんにく しょうが なす たまねぎ
ピーマン もやし ほうれんそう
にんじん えのきたけ にら

にんじん たまねぎ キャベツ コーン
ながねぎ メンマ きゅうり もやし

たまねぎ しょうが にんじん もやし
ほうれんそう ゆかりこ ながねぎ

しょうが にんにく たまねぎ にんじん
エリンギ キャベツ コーン プチマリン

プチマリン 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 あぶら でんぷん
ごまあぶら さつまいも
アーモンド さとう

にんじん たまねぎ メンマ キャベツ
ほししいたけ こまつな しょうが
にんにく

しょうが にんじん しらたき キャベツ
ピーマン たまねぎ さやいんげん

食塩：2.1 g一食平均エネルギー：660 Kcal

たまねぎ にんじん コーン ピーマン
しめじ ブロッコリー

たんぱく質：24.4 g 脂質：20.1 g

しそ もやし にんじん ほうれんそう
なめたけ ごぼう こんにゃく たまねぎ
ながねぎ

キャベツ こまつな にんにく にんじん
もやし メンマ ながねぎ

にんじん もやし さやいんげん
ごぼう だいこん キムチ ながねぎ

りんご ほうれんそう たまねぎ
にんじん きゅうり キャベツ コーン
ブロッコリー

こめ ごまあぶら ごま
さとう じゃがいも
でんぷん

にんにく しらたき きりぼしだいこん
にんじん ほうれんそう もやし
たまねぎ コーン

こめ ごま さとう あぶら
でんぷん

ゆかり きりぼしだいこん にんじん
ピーマン キャベツ たまねぎ しめじ
かぼちゃ

こめ あぶら じゃがいも
カレールウ こめこ さとう
ゼリー

しょうが にんにく たまねぎ にんじん
なす コーン かぼちゃ りんご もも
ようなし

こめ あぶら でんぷん
さとう ごま じゃがいも

にんじん えだまめ にんにく たまねぎ
えのきたけ プチマリン モロヘイヤ


