
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

牛乳　ツナ　大豆　卵
もずく　豆腐　みそ

758 28.4

29 月
ごはん 牛乳 厚焼きたまご

きゃべつのごま昆布和え
マーボーなす

牛乳　卵　昆布　豚肉
大豆　みそ

799 31.9

30 火

カレー麦ごはん 牛乳 夏野菜ミートハヤシ
ゆでとうもろこし
レモンソーダゼリー

牛乳　豚肉　大豆 821 25.6

31 水
ごはん 牛乳 焼きぎょうざ(2個)

切り干しバンサンスー
みそキムチワンタンスープ

牛乳　豚肉　鶏肉
　みそ

731 24.5

1 木

ごはん 牛乳 【防災の日】
夏野菜と車ふの揚げ煮
梅風味いそ和え
乾物で保存食スープ

牛乳　大豆　のり　豚肉
なると　わかめ
高野豆腐

800 25.5

2 金

アップルチップパン

牛乳 越の丸なすのミートソース焼き
塩レモンサラダ
レタスのスープ

牛乳　豚肉　大豆
ひじき　粉チーズ
ベーコン　豆腐　うずら卵

829 34.5

5 月
ごはん 牛乳 豚肉のバーベキューソースがけ

わかめのさっぱり和え
にら玉みそ汁

牛乳　豚肉　わかめ
豆腐　卵　みそ　大豆

786 30.9

6 火
ごはん 牛乳 コーンしゅうまい(2個)

フーチャンプルー
もずくとおくらのみそしる

牛乳　たら　ツナ　厚揚げ
卵　大豆　かつお節
油揚げ　もずく　みそ

771 28.5

7 水

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
なますかぼちゃのおひたし
カラフルポテトの
　　　　　塩こうじスープ

牛乳　めぎす　豚肉 717 25.4

8 木

ゆで中華めん 牛乳 【十五夜献立】
タンメンスープ
手作り名月しゅうまい
ゆかり和え　　　お月見団子

牛乳　豚肉　うずら卵
かまぼこ　豆腐

829 36.1

9 金
ごはん 牛乳 厚揚げの甘みそ焼き

青大豆サラダ
鮭だんご汁

牛乳　厚揚げ　みそ
青大豆　鮭ボール(鮭
たら)　豆腐

739 27.3

12 月
麦ごはん 牛乳 セルフのビビンバ

(肉そぼろ　ナムル)
豆腐チゲスープ　　ヨーグルト

牛乳　豚肉　大豆
かまぼこ　豆腐　みそ
ヨーグルト

755 31.0

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焼き

ごま昆布和え
茎わかめの卵スープ

青のり　牛乳　鮭　昆布
なると　茎わかめ　卵

734 33.6

14 水
ごはん 牛乳 笹かまのおかかチーズ焼き

もずくのチャプチェ
五目けんちん汁

牛乳　笹かまぼこ　チーズ
かつお節　豚肉　大豆
もずく　厚揚げ

759 29.6

15 木

ソフトめん 牛乳 カレー南蛮汁
いわしのカリカリフライ(2本)
わかめのサラダ

牛乳　豚肉　なると
うずら卵　大豆　まいわし
わかめ

851 37.5

16 金

ごはん 牛乳 【食育の日：大分県】
とりてん
ゆずの香りサラダ
だんご汁

牛乳　鶏肉　さつま揚げ
みそ

771 25.0

20 火
ごはん 牛乳 さばのねぎみそ焼き

切り昆布煮
ごまみそ汁

牛乳　さば　みそ　昆布
さつま揚げ　大豆
かつお節　厚揚げ

793 31.4

21 水

ごはん 牛乳 手作り豆腐ハンバーグ
切り干しとなますかぼちゃのごま酢和え

塩肉じゃが

牛乳　豚肉　豆腐　おから
ひじき　厚揚げ

813 28.6

22 木
麦ごはん 牛乳 セルフの豚キムチ丼

えだまめチーズポテト
中華コーンスープ

牛乳　豚肉　大豆
みそ　チーズ　豆腐　卵

852 34.3

26 月
ごはん 牛乳 ミニ春巻

茎わかめのサラダ
マーボーどうふ

牛乳　豚肉　茎わかめ
大豆　厚揚げ　みそ

886 29.4

27 火

ごはん 牛乳 ほっけの照り焼き
さつまいものごま和え
もやしのみそ汁
豆乳パンナコッタ

牛乳　ほっけ　わかめ
油揚げ　みそ　大豆
豆乳

774 29.6

28 水
ごはん 牛乳 ミートボールすぶた

カリカリ大豆ポテト
卵スープ

牛乳　大豆　青のり
豆腐　もずく　かまぼこ
卵　豚肉　鶏肉

772 27.1

29 木
ごはん 牛乳 さんまのかば焼き

ごもくきんぴら
かぼちゃのみそ汁

牛乳　さんま開き
さつま揚げ　油揚げ
みそ

868 27.8

30 金

きなこ揚げパン 牛乳 オムレツ
コールスローサラダ
豆乳コーンクリームスープ

きなこ　牛乳　卵
ベーコン　白いんげん豆
スキムミルク　豆乳

894 35.4

献　　　　　　立　　　　　　名

米　砂糖　でんぷん
ひまわり油　ごま
米油　ごま油

〔板倉中学校〕上越市教育委員会

一食平均エネルギー：800 Kcal

長ねぎ　しょうが　なますかぼちゃ
にんじん　きゅうり　切干大根
ゆうがお　キャベツ　枝豆

米　大麦　米油　砂糖
でんぷん　じゃがいも
ごま油

米　大麦　米油　砂糖
でんぷん　ごま油　ごま

　　　　　　　　学　校　給　食　献　立　表令和4年8月　9月

日 曜

キャベツ　にんじん　玉ねぎ
コーン　長ねぎ　枝豆　たけのこ
しょうが　もやし　きゅうり
赤しそ

使　　　　用　　　　材　　　　料　　　　名

体の調子を整えるもの(3・4群)

コッペパン　米油
マカロニ　砂糖

米　砂糖　ごま油

米　ラード　でんぷん
パン粉　小麦粉　砂糖
ふ　米油　じゃがいも

米　米油　砂糖　ごま油
ごま　じゃがいも

キャベツ　きゅうり　にんじん　なす　玉ねぎ
　たけのこ　干ししいたけ　にら　長ねぎ
しょうが　にんにく

にんにく　しょうが　にんじん
玉ねぎ　かぼちゃ　なす　枝豆
とうもろこし　トマト　レモン

キャベツ　玉ねぎ　にら　しょうが
切干大根　きゅうり　にんじん
コーン　キムチ　もやし　小松菜

玉ねぎ　たけのこ　にんじん
ピーマン　干ししいたけ　小松菜
長ねぎ

米　砂糖　ごま　ごま油
大豆油　でんぷん

米　ふ　でんぷん　米油
砂糖　ごま　ごま油

熱や力になるもの(5・6群)

かぼちゃ　なす　ピーマン
ほうれん草　もやし　にんじん
梅干し　切干大根　メンマ
長ねぎ

りんご　玉ねぎ　枝豆　なす　きゅうり
　キャベツ　赤ピーマン　レモン汁
にんじん　えのきたけ　レタス　トマト

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

とうもろこし　玉ねぎ　にんじん
キャベツ　えのきたけ　オクラ

米　米油　砂糖　ごま油
ごま　じゃがいも

しょうが　にんじん　玉ねぎ
ピーマン　枝豆　もやし　にら
コーン　えのきたけ　小松菜

玉ねぎ　さやいんげん　しょうが
切干大根　なますかぼちゃ
もやし　コーン　小松菜　にんじん
しらたき　にんにく

キャベツ　小松菜　にんじん
玉ねぎ　ごぼう　長ねぎ

こめ粉パン　米油　砂糖
大豆油　じゃがいも
米粉

米　さつまいも　ごま
砂糖

米　米油　砂糖
でんぷん　じゃがいも

米　米油　砂糖
でんぷん　ごま
さつまいも　じゃがいも

米　ごま油　砂糖
ごま　さつまいも

米　ごま　砂糖　バター
春雨　でんぷん　ごま油

レモン汁　キャベツ　もやし
小松菜　にんじん　玉ねぎ
えのきたけ

にんにく　しょうが　しらたき　玉ねぎ
キムチ　切干大根　にら　枝豆　にんじん
キャベツ　えのきたけ　コーン

米　はるさめ　小麦粉
大豆油　砂糖　米粉　米油
ごま油　ごま　でんぷん

中華麺　米油　でんぷん
パン粉　砂糖　ごま油
小麦粉　さつまいも

キャベツ　きゅうり　にんじん
もやし　玉ねぎ　エリンギ
ほうれん草　コーン

パセリ　にんにく　玉ねぎ　もやし
ピーマン　赤ピーマン　大根
にんじん　ごぼう　しらたき　長ねぎ

玉ねぎ　にんじん　えのきたけ　メンマ
ほうれん草　コーン　しょうが
キャベツ　きゅうり　もやし

葉ねぎ　しょうが　にんにく
にんじん　ごぼう　しらたき
玉ねぎ　えのきたけ　なす

しょうが　にんじん　ほうれん草
キャベツ　もやし　えのきたけ
長ねぎ

にんにく　しょうが　しらたき
ぜんまい　にんじん　もやし
ほうれん草　玉ねぎ　えのきたけ
キムチ　にら

米　米油　砂糖
じゃがいも　ごま
ねりごま　ごま油

米　でんぷん　ごま
ごま油　砂糖
じゃがいも　米油

米　小麦粉　米油　砂糖
里いも　ほうとう麺

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
玉ねぎ　えのきたけ　ほうれん草

米　大麦　米油
ハヤシルウ　砂糖

米　ラード　小麦粉　大豆油
でんぷん　ごま油　砂糖
ごま　ワンタン

食塩：2.4 g

キャベツ　にんじん　もやし　コーン
しょうが　にんにく　玉ねぎ
干ししいたけ　メンマ　小松菜

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
白菜　しめじ　長ねぎ　ごぼう

たんぱく質：30.4 g 脂質：21.5 g

ソフトめん　カレールウ
でんぷん　砂糖　ごま
じゃがいも　玄米　米パン粉
なたね油　米油　ごま油


