
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
25日 木

むぎごはん 牛乳
エッグトマトカレー
カラフルーツゼリーあえ

牛乳　豚肉　うずら卵 844 22.3

26 金
ごはん 牛乳 春巻き

ゴーヤーチャンプルー
もずくのみそ汁

牛乳　ホタテ　厚揚げ　卵
大豆　かつお節　油揚げ
もずく　みそ

851 24.0

29 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

牛乳　豚肉　白いんげん豆 803 23.9

30 火
ごはん 牛乳 笹かまのお好み焼き

じゃがいものきんぴら
にらたまみそ汁

牛乳　笹かまぼこ　青のり
かつお節　さつま揚げ
豆腐　卵　みそ

768 28.4

31 水
ごはん 牛乳

野菜しゅうまい　春雨サラダ
五目中華うま煮

牛乳　鶏肉　豚肉
厚揚げ　みそ

838 30.5

9月
1日

木
ごはん 牛乳

夏野菜とタラの揚げ煮　磯あえ
きゃべつのみそ汁

牛乳　大豆　まだら　のり
油揚げ　みそ

797 25.9

2 金
ごはん 牛乳 のりふりかけ

あつあげのあまみそやき
青大豆サラダ　豚汁

青のり　牛乳　厚揚げ
みそ　青大豆　豚肉

744 27.1

6 火

ごはん 牛乳 【ふるさと献立＆上越野菜の日】
めぎすの南蛮漬け
なますかぼちゃのうまから炒め
しおこうじスープ

牛乳　めぎす　ハム
かまぼこ

735 28.4

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

牛乳　卵　ベーコン
白いんげん豆

874 35.8

8 木

ゆでちゅうかめん 牛乳 ちゃんぽんスープ
大豆と小魚のごまがらめ
おひたし

牛乳　豚肉　うずら卵
なると　大豆　ちりめんじゃこ

856 41.5

9 金
ごはん 牛乳 【十五夜献立】

うさぎハンバーグ　ゆかりあえ
お月見汁

牛乳　うさぎ型ハンバーグ
鶏肉　豚肉　かまぼこ　豆腐

770 25.8

12 月
ごはん 牛乳 メンチカツ

なめたけあえ　わかめスープ
アセロラゼリー

牛乳　豆腐　わかめ
豚肉

795 22.4

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
きゅうりのさっぱりあえ　五目スープ

牛乳　厚揚げ　豚肉　なると 740 24.4

14 水

ごはん 牛乳 【まごはやさしい献立】
さばの二杯酢焼き
ひじきと大豆の炒め煮
じゃがいものごまみそ汁

牛乳　さば　ひじき　大豆
さつま揚げ　油揚げ　みそ

797 33.6

15 木
ソフト麺 牛乳

なすとトマトのミートソース
わかめのサラダ

牛乳　豚肉　大豆　わかめ 829 35.3

16 金

むぎごはん 牛乳
セルフのツナそぼろ丼
あおのりポテト　ワンタンスープ

牛乳　ツナ　大豆　青のり
豚肉　なると

840 31.2

20 火
ごはん 牛乳 【食育の日：大分県】

とりてん　ゆずの香りサラダ
だんごじる

牛乳　鶏肉　みそ 745 24.5

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

牛乳　豚肉　大豆
茎わかめ　ヨーグルト

767 32.3

22 木

ごはん 牛乳 ごまゆかりふりかけ
いわしのカリカリやき
切干大根とツナの炒め物
キムチ豚汁

青のり　牛乳　まいわし
ツナ　豚肉　豆腐　みそ

809 29.6

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
コーン卵スープ

牛乳　豚肉　厚揚げ
みそ　卵

811 28.9

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

牛乳　ほっけ　もずく
豆腐　みそ　豆乳

725 29.3

28 水
黒糖パン 牛乳

チリビーンズ
スパゲティーサラダ　やさいスープ

牛乳　豚肉　大豆
ベーコン

839 33.3

29 木
ごはん 牛乳

白身魚のお好み揚げ
のりずあえ　かぼちゃのみそ汁

牛乳　すけとうだら
青のり　かつお節　のり
油揚げ　みそ

791 29.5

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　牛乳　卵　ちくわ
昆布　めぎす　豆腐　みそ
大豆

759 31.1

☆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：791 Kcal

しょうが　小松菜　にんじん　もやし
えのきたけ　長ねぎ

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　大根　白菜
しめじ　長ねぎ　ごぼう

たんぱく質：30.0 g 脂質：21.0 g

玉ねぎ　しょうが　にんにく　にんじん
きゅうり　コーン　キャベツ

玉ねぎ　にんじん　もやし　小松菜
かぼちゃ　えのきたけ　さやいんげん

小松菜　キャベツ　にんじん　玉ねぎ
ごぼう　長ねぎ

コッペパン　黒砂糖　米油
砂糖　スパゲッティ　ごま
じゃがいも

米　小麦粉　米油　砂糖
ごま　ほうとう麺

ナン　米油　カレールウ
米粉　ごま油　砂糖　ごま

米　ごま　砂糖　じゃがいも
パン粉　なたね油　米油
ごま油

混ぜごはんの素（ゆかり粉）　しょうが
にんにく　切干大根　キャベツ　にら
にんじん　玉ねぎ　長ねぎ　キムチ

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

食塩：2.6 g

米　小麦粉　ごま
マヨネーズ　米油　砂糖

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

にんじん　ごぼう　枝豆　ピーマン
玉ねぎ　長ねぎ

にんにく　玉ねぎ　にんじん　トマト
ピーマン　きゅうり　もやし　コーン

きゅうり　もやし　コーン　にんじん
玉ねぎ　にら

玉ねぎ　しょうが　にんにく　トマト
キャベツ　もやし　にんじん　ゆかり粉
長ねぎ

もやし　にんじん　きゅうり　なめたけ
メンマ　玉ねぎ　長ねぎ　アセロラ

米　米油　さとう　パン粉

米　大麦　米油　砂糖
じゃがいも　ワンタン

米　ごま　砂糖

米　大麦　水あめ　砂糖
でんぷん　大豆油
ごま油　ごま

ソフトめん　米油
ハヤシルウ　ごま

米　米油　砂糖
じゃがいも　ごま

しょうが　にんじん　こんにゃく
キャベツ　えのきたけ

米　でんぷん　米油　砂糖
ごま　じゃがいも

米　米油　砂糖　ごま油
ごま　じゃがいも

こめ粉パン　でんぷん
砂糖　ひまわり油
マカロニ　米油　じゃがいも

中華麺　米油　砂糖　ごま

米　ラード　砂糖　米油
ごま

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

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

米　ごま　砂糖　ごま油
じゃがいも

にんじん　こんにゃく　玉ねぎ
えのきたけ　にら

米　はるさめ　小麦粉
大豆油　砂糖　米粉
米油　でんぷん　じゃがいも

米　大麦　米油　じゃがいも
ハヤシルウ　ごま油　ごま

米　ノンエッグマヨネーズ
じゃがいも　米油　砂糖
ごま

米　砂糖　小麦粉　春雨
ごま油　ごま　米油
じゃがいも　でんぷん

コーン　玉ねぎ　にんじん　ほうれん草
もやし　きゅうり　しょうが　にんにく
メンマ　葉ねぎ

令和4年度8・9月

日 曜
献　　　　　　　　立　　　　　　　　名 使　　　　用　　　　材　　　　料　　　　名

熱や力になるもの 体の調子を整えるもの

〔大潟町中〕上越市教育委員会

にんにく　しょうが　にんじん　玉ねぎ
キャベツ　もやし　小松菜　コーン

米　米油　砂糖
でんぷん　じゃがいも

米　でんぷん　じゃがいも
米油　砂糖　ごま油　ごま
春雨

　　　　　　　　学　校　給　食　献　立　表

かぼちゃ　ピーマン　小松菜　もやし
にんじん　玉ねぎ　キャベツ
えのきたけ

キャベツ　小松菜　にんじん　玉ねぎ
こんにゃく　長ねぎ

長ねぎ　しょうが　なますかぼちゃ
にんじん　キャベツ

米　大麦　米油　じゃがいも
カレールウ　ブドウゼリー
梨ゼリー

にんにく　しょうが　玉ねぎ　にんじん
トマト　ピーマン　りんご缶　パイン缶

キャベツ　にんじん　ゴーヤ　もやし
玉ねぎ　えのきたけ

【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


