
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

3 月

ごはん 牛乳
たらとれんこんのあげに
のりずあえ　いももちじる

ぎゅうにゅう
たら　だいず　のり
ぶたにく

674 21.1

4 火

むぎごはん 牛乳
セルフのこんさいそぼろどん
あおのりフレンチポテト
なめこのみそしる

ぎゅうにゅう　ぶたにく
だいず　たまご　あおのり
とうふ　わかめ　みそ

661 25.9

5 水

むぎごはん 牛乳
ハヤシライス
キャベツとアーモンドのサラダ

ぎゅうにゅう　ぶたにく
しろいんげんまめ 680 21.0

6 木

ごはん 牛乳 【ふるさと献立】
さけのもみじやき
なますかぼちゃのいために
のっぺいじる

ぎゅうにゅう　さけ
あぶらあげ　さつまあげ
あつあげ　ちくわ

623 25.9

7 金

こくとうパン 牛乳
チーズオムレツ
はくさいとあおだいずのサラダ
さつまいものクリームスープ

ぎゅうにゅう　たまご
しろいんげんまめ
チーズ　ツナ  あおだいず

621 25.2

11 火

たきこみ
ごはん

牛乳 ツナとにんじんのたきこみごはん
あつあげのおろしポンず
ビタミンサラダ
ほうれんそうとたまごのみそしる

ツナ　ぎゅうにゅう
あつあげ　たまご　みそ 661 24.8

12 水

ごはん 牛乳
ミートボールとやさいのケチャップいため

ごまじょうゆあえ
ワンタンスープ

ぎゅうにゅう　とりにく
ぶたにく　うずらたまご
なると

639 21.7

13 木

ごはん 牛乳
メンチカツ
ゆかりあえ　はくさいのスープ

ぎゅうにゅう　ぶたにく
たまご　さけ　わかめ 656 26.6

14 金

こめこパン 牛乳
いかのマリネ
さつまいもクリーム
ミネストローネ

ぎゅうにゅう　いか
ベーコン
しろいんげんまめ

615 28.8

17 月

ごはん 牛乳
さばのみそに
れんこんとくきわかめのきんぴら
かきたまじる

ぎゅうにゅう　さば　みそ
くきわかめ　ちくわ
たまご

618 26.6

18 火

とりごぼう
ごはん

牛乳
たまごやき
きっかあえ
もずくのみそしる

とりにく　ひじき
ぎゅうにゅう　たまご
とうふ　もずく　みそ
だいず

602 25.5

19 水

ゆで中華麺 牛乳
マーボーめん
きりぼしだいこんのサラダ
さつまいもこめこむしパン

ぎゅうにゅう　わかめ
だいず　とうふ　みそ 759 33.4

20 木

ごはん 牛乳
【食育の日：愛媛県】
たいざんぎ
レモンのかおりあえ　いもたき

ぎゅうにゅう　まだい
わかめ　あぶらあげ 619 24.8

21 金

ごはん 牛乳
さといものピリからいため
キャベツとはるさめのサラダ
わかめとはんぺんのスープ

ぎゅうにゅう　ぶたにく
みそ　はんぺん　わかめ 635 20.5

25 火

ごはん 牛乳
チキンたれカツ
じゃこおひたし
はくさいのみそしる

ぎゅうにゅう　とりにく
ちりめんじゃこ　とうふ
あぶらあげ　わかめ　みそ
だいず

614 27.1

26 水

ゆでうどん 牛乳
ごもくスープ
ブロッコリーのおかかあえ
あげないだいがくいも

ぎゅうにゅう　とりにく
あぶらあげ　こんぶ
かつおぶし

657 23.4

27 木

ごはん 牛乳
めぎすのこめこあげ
れんこんサラダ
にくじゃが

ぎゅうにゅう
ぶたにく　あつあげ
めぎす

714 25.9

28 金

ごはん 牛乳
コーンしゅうまい
もやしとわかめのあえもの
あつあげのちゅうかに

ぎゅうにゅう　とうふ
だいず　わかめ
あつあげ　すりみ

660 27.5

31 月

むぎごはん 牛乳
パンプキンカレー
ひじきサラダ
ミニりんごゼリー

ぎゅうにゅう　ぶたにく
うずらたまご　ひじき
しろいんげんまめ

637 20.9

一食平均エネルギー：648kcal 脂質：18.0 g

☆ 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。
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体の調子を整えるもの

〔安塚小〕上越市教育委員会

熱や力になるもの

たまねぎ　もやし　きゅうり
ゆかりこ　にんじん　はくさい
えのきたけ

こめ　こめあぶら　さとう
マヨネーズ　さといも
でんぷん

こめこパン　こめあぶら
オリーブゆ　さとう
さつまいも　マカロニ
バター

こめ　パンこ　こむぎこ
こめあぶら　ごま

こめ　おおむぎ　ごま
こめあぶら　さとう
じゃがいも

しょうが　にんじん　ごぼう
れんこん　こまつな
だいこん　なめこ

こめ　でんぷん　こめこ
こめあぶら　さとう
ごま　じゃがいも

こめ　パンこ　でんぷん
ラード　じゃがいも
こめあぶら　ごまあぶら
ごま　さとう　ワンタン

こめ　さとう　でんぷん
マヨネーズ

コッペパン　くろざとう
さとう　こめあぶら
さつまいも　こめこ

たまねぎ　プルーン　にんじん
たけのこ　ピーマン　キャベツ
ほうれんそう　コーン
もやし　ながねぎ

れんこん　キャベツ　もやし
にんじん　えのきたけ　たまねぎ
ごぼう　しらたき　ながねぎ

にんじん　なますかぼちゃ
えのきたけ　さやいんげん
だいこん　ごぼう　ほししいたけ
こんにゃく

にんじん　ごぼう　しめじ
ほうれんそう　もやし
かきのもと　はくさい

にんじん　だいこん　レモンじる
ブロッコリー　キャベツ
かぼちゃ　たまねぎ　えのきたけ
ほうれんそう

キャベツ　もやし　にんじん
ピーマン　たまねぎ　はくさい
パセリ

たんぱく質：25.1 g

ゆでうどん　でんぷん
さつまいも　こめあぶら
さとう　ごま

こめ　おおむぎ　さとう
こめあぶら　カレールウ

こめ　さとう　こめあぶら
ごまあぶら　でんぷん

こめ　さとう　こむぎこ
こめあぶら　でんぷん

コーン　たまねぎ　にんじん
ほうれんそう　もやし　きゅうり
しょうが　にんにく　メンマ
はくさい

れんこん　あかピーマン　にんにく
たまねぎ　パセリ　にんじん
キャベツ　トマト

こめ　こめこ　こめあぶら
じゃがいも　さとう
マヨネーズ

こめ　さといも　さとう
こめあぶら　でんぷん
はるさめ　マヨネーズ

こめ　おおむぎ　さとう
こめあぶら　じゃがいも
ハヤシルウ　アーモンド

こめ　でんぷん　こめこ
こめあぶら　さとう
さといも

こめ　こめあぶら　さとう
でんぷん　だいずあぶら
じゃがいも

ちゅうかめん　こめあぶら
さとう　でんぷん　こめこ
ごまあぶら　さつまいも

こめ　パンこ
こめあぶら　さとう
こむぎこ

塩分：2.0 g

にんにく　しょうが　にんじん
たまねぎ　しめじ　トマト
キャベツ　きゅうり

しょうが　キャベツ　こまつな
にんじん　レモンじる
だいこん　こんにゃく　しいたけ

ほうれんそう　れんこん　キャベツ
コーン　たまねぎ　にんじん
こんにゃく　さやいんげん

たまねぎ　にんじん　えのきたけ
ほししいたけ　ブロッコリー
キャベツ　もやし　コーン

しょうが　にんにく　たまねぎ
にんじん　かぼちゃ　キャベツ
えだまめ　りんごかじゅう

にんにく　しょうが　にんじん
たまねぎ　メンマ　ながねぎ
きりぼしだいこん　もやし　コーン

もやし　こまつな　にんじん
はくさい

しょうが　にんじん　れんこん
こんにゃく　たまねぎ
えのきたけ　ほうれんそう

にんにく　しょうが　たまねぎ
にんじん　にら　キャベツ
コーン　もやし　ながねぎ


