
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

30 火

ごはん 牛乳 セルフのなすとピーマンのにくみ
そどん
ポテトナッツ
なつやさいのカレースープ

ぎゅうにゅう　ぶたにく
だいず　みそ　ツナ 653 25.3 17.7 1.6

31 水

コッペパン 牛乳 ブルーベリージャム
たらとだいずのチリソース
ちゅうかサラダ
なだちやさいのスープ

ぎゅうにゅう　たら
だいず　たまご 655 27.5 24.0 2.6

1 木

ごはん 牛乳 【友好都市＆防災の日献立】
なつやさいとくるまふのあげに
東御市北御牧のとうもろこし
かんぶつたっぷりほぞんしょく
スープ

ぎゅうにゅう　だいず　こ
うやどうふ
わかめ　ツナ

675 22.2 19.9 1.8

2 金

枝豆ごはん 牛乳 ふとまきたまご
こんぶあえ
なだちやさいのなつとんじる

ぎゅうにゅう　たまご
こんぶ　ぶたにく
とうふ　みそ

600 26.6 16.2 2.1

5 月

ちゅうかめん 牛乳 わふうしょうゆラーメン
おまめとナッツ　ゆかりあえ
ぶどうのゼリー

ぎゅうにゅう　ぶたにく
なると　わかめ
いりだいず

687 27.7 19.3 2.3

6 火

ごはん 牛乳 わかめふりかけ
コーンしゅうまい
ゴーヤチャンプル
もずくとオクラのスープ

わかめ　ちりめんじゃこ
ぎゅうにゅう　あつあげ
たら　ツナ　かつおぶし
とうふ　たまご　もずく

646 24.5 19.6 2.1

7 水

ごはん 牛乳
さけのやくみやき
ふくじんづけあえ
きせつのとんじる

ぎゅうにゅう　さけ
ぶたにく　とうふ　みそ 617 29.8 14.8 1.8

8 木

カレー
むぎごはん

牛乳
なだちやさいのハヤシライス
うめドレッシングサラダ

ぎゅうにゅう　ぶたにく
いんげんまめ　チーズ
くきわかめ

639 22.4 18.3 1.3

9 金

ごはん 牛乳 【十五夜献立】
うさぎのハンバーグ
なすとピーマンのみそいため
おつきみじる

ぎゅうにゅう　とりにく
ぶたにく　ツナ　みそ
かまぼこ　とうふ

625 23.8 16.2 2.0

12 月

ソフトめん 牛乳
なすとトマトのミートソース
こんにゃくとわかめのサラダ
アセロラゼリー

ぎゅうにゅう　ぶたにく
だいず　チーズ　わかめ

695 27.8 16.6 2.1

13 火
ごはん 牛乳 あつあげのごまだれがけ

のりずあえ
たまにくじゃが

ぎゅうにゅう　あつあげ
のり　ぶたにく
うずらたまご

677 26.3 20.3 1.8

14 水
ごはん 牛乳 スタミナやきにく

カレーポテトビーンズ
ごまみそワンタンスープ

ぎゅうにゅう　ぶたにく
いりだいず　とうふ
なると　みそ

666 28.9 16.8 2.0

15 木
ごはん 牛乳 セルフのもずくそぼろどん

ふとまきたまご
かぼちゃのみそしる

ぎゅうにゅう　ぶたにく
だいず　もずく　たまご
あぶらあげ　みそ

630 25.3 15.1 2.1

16 金

ごはん 牛乳
ししゃものあおのりやき
あつあげとキャベツのいためもの
ほそぎりやさいのおしる

ぎゅうにゅう　ししゃも
あおのり　ぶたにく
あつあげ　かまぼこ
みそ

589 25.6 16.2 1.9

20 火

ごはん 牛乳 【まごはやさしい献立】
サバのしおやき
ごまずあえ
うちまめ みそけんちんじる

ぎゅうにゅう　さば
うちまめ　とうふ
こんぶ　みそ

635 27.6 18.8 1.9

21 水

むぎごはん 牛乳
なだちやさいのカレーライス
なだちさんずいきのアーモンドマ
リネ

ぎゅうにゅう　ぶたにく
いんげんまめ　チーズ
ひじき

677 22.6 20.5 2.0

26 月

ごはん 牛乳
あつあげのそぼろあんかけ
ツナとキャベツのマヨソテー
さけだんごじる

ぎゅうにゅう　あつあげ
ぶたにく　あおだいず
ツナ　さけ　たら
とうふ　みそ

625 25.9 18.1 1.6

27 火

ごはん 牛乳
ギョーザ
メンマサラダ
マーボーじゃが

ぎゅうにゅう　ぶたにく
とりにく　だいず
あつあげ　ツナ　みそ

666 24.7 17.5 1.8

28 水

こめこパン 牛乳 いちごジャム
オムレツ
スパゲティサラダ
コーンシチュー

ぎゅうにゅう　たまご
いんげんまめ

636 25.5 19.8 2.4

29 木

ごはん 牛乳 【食育の日：大分県】
とりてん
ふかしやさい
だんごじる

ぎゅうにゅう　とりにく
ぶたにく　みそ 668 22.9 19.0 1.9

30 金

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
じょうえつやさいのサラダ
なますかぼちゃのしおこうじスー
プ

ぎゅうにゅう　めぎす
あおだいず　ぶたにく 585 23.2 15.5 1.5
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〔宝田小〕上越市教育委員会

熱や力になるもの

メンマ　にんじん　もやし
ほうれんそう　ながねぎ　ゆかり
しょうが　きゅうり　ぶどう

コーン　たまねぎ　ゴーヤ
にんじん　もやし　えのきたけ
オクラ

こめ　こめあぶら
さとう　でんぷん
ごまあぶら　じゃがいも
アーモンド　カレールウ

こめ　おおむぎ　ごま
さとう　だいずあぶら
さとう　じゃがいも

ちゅうかめん　さとう
こめあぶら　アーモンド
ごま

こめ　ごま　パンこ
こむぎこ　こめあぶら

にんにく　しょうが　たまねぎ
なす　ピーマン　にんじん
ゆうがお　トマト

しょうが　にんにく　コーン
ブロッコリー　きゅうり　もやし
たまねぎ　しめじ　ゆうがお
さやいんげん

しょうが　にんにく　たまねぎ
にんじん　なす　トマト
きゅうり　サラダこんにゃく
コーン　アセロラ

こめ　こむぎこ　さとう
だいずあぶら　でんぷん
ごまあぶら　ごま
こめあぶら　じゃがいも

こめ　こめあぶら
さとう

こめ　ごま　さとう
ごまあぶら　じゃがいも

こめ　こめあぶら
さとう　でんぷん
マヨネーズ　じゃがいも
だいずあぶら

ソフトめん　こめあぶら
ハヤシルウ　ごま
さとう

こめ　こめあぶら　ごま
さとう　じゃがいも
ワンタン　ごまあぶら

こめ　こめこ　ごま
さとう　でんぷん
じゃがいも　こめあぶら

コッペパン　さとう
ブルーベリージャム
でんぷん　こめあぶら
ごまあぶら　ごま

しょうが　にんにく　たまねぎ
なす　トマト　かぼちゃ　もやし
きゅうり　コーン　うめぼし

たまねぎ　しょうが　トマト
にんじん　なす　キャベツ
ピーマン　えのきたけ
さやいんげん

こめ　ふ　でんぷん
こむぎこ　こめあぶら
さとう　ごま　はるさめ
ごまあぶら

こめ　さとう
こめあぶら
しらたまもち

しょうが　ながねぎ　にんじん
キャベツ　きゅうり　たまねぎ
ふくじんづけ　なす
さやいんげん

こめ　ごまあぶら
さとう　ごま
じゃがいも

こめ　おおむぎ
こめあぶら　じゃがいも
ハヤシルウ　ごま

かぼちゃ　なす
とうもろこし
きりぼしだいこん

えだまめ　にんじん　もやし
ほうれんそう　たまねぎ
ゆうがお　さやいんげん

もやし　ほうれんそう　にんじん
たまねぎ　こんにゃく
さやいんげん　しょうが

ながねぎ　さやいんげん
きゅうり　きりぼしだいこん
たまねぎ　にんじん　キャベツ
なますかぼちゃ

にんにく　たまねぎ　エリンギ
こんにゃく　ピーマン　にんじん
メンマ　ほうれんそう

しょうが　にんじん　たまねぎ
ピーマン　かぼちゃ

もやし　ほうれんそう　にんじん
ほししいたけ　こんにゃく
ごぼう　ながねぎ

こめ　こめあぶら
さとう　じゃがいも
でんぷん

にんじん　キャベツ
さやいんげん　にんにく
しめじ　しらたき
きりぼしだいこん　みずな

こめ　おおむぎ
こめあぶら　じゃがいも
カレールウ　さとう
アーモンド

しょうが　にんじん　キャベツ
さやいんげん　たまねぎ　ごぼう
ながねぎ

にんにく　たまねぎ　なす
かぼちゃ　ずいき
サラダこんにゃく　きゅうり

一食平均エネルギー：645 Kcal

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　ながねぎ

たんぱく質：25.5 g 脂質：18.1 g

キャベツ　きゅうり　にんじん
たまねぎ　コーン　パセリ
クリームコーン

かぼちゃ　コーン　にんじん
こんにゃく　だいこん　しめじ
ごぼう　ながねぎ

こめ　こむぎこ
こめあぶら　さとう
じゃがいも　マヨネーズ
こむぎこ

こめ　こめこ
こめあぶら
さとう　ごま

脂質：1.9 g

こめこパン　さとう
いちごジャム
スパゲッティ　こめこ
こめあぶら　じゃがいも


