
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

2 水

こくとうこめこパン 牛乳 しろみざかなのりんごソース
コールスローサラダ　
とうにゅうクリームスープ

ぎゅうにゅう　たら　ハム　
とりにく　しろいんげんまめ　
とうにゅう

641 29.4

4 金

だいこんなめし 牛乳
ふとまきたまご　
ぶたにくとじゃがいものカレーいため　
だいこんとはくさいのみそしる

かつおぶし　ぎゅうにゅう　
たまご　ちくわ　ぶたにく　
あつあげ　みそ

626 24.6

7 月
ごはん 牛乳 やみつきチキン　

こんがりキツネのわふうサラダ　
もずくのみそしる

ぎゅうにゅう　とりにく　
あぶらあげ　もずく　とうふ　
みそ

597 25.6

8 火

ごはん 牛乳 【いい歯の日こんだて】
めぎすのからあげピリからソース　
こまつなとコーンのふうみあえ　
あつあげとわかめのみそしる

ぎゅうにゅう　めぎす　みそ　
あつあげ　わかめ　だいず 613 23.4

9 水

ごはん 牛乳 あつあげとじゃがいもの
               　　　ケチャップがらめ　
おひたし　  ごもくスープ　
とうにゅうパンナコッタいちごソース

ぎゅうにゅう　あつあげ　
ぶたにく　なると　とうにゅう

638 21.1

10 木

こめこめん 牛乳 【おはなしランチ📖】
１４ひきのあさごはんより　
        たまごいりきのこのスープ　
こんにゃくとくきわかめのサラダ　
こんこんスナック

ぎゅうにゅう　あぶらあげ　
たまご　こんぶ　くきわかめ　
だいず　あおのり

685 25.7

11 金

ごはん 牛乳 【鮭（さけ）の日こんだて】
さけのみそマヨネーズやき　
だいこんのきんぴら　
キャベツのみそしる

ぎゅうにゅう　さけ　みそ　
ぶたにく　あぶらあげ　だいず 616 27.4

14 月

とりごぼうごはん 牛乳 【ふるさとこんだて】　
さばのしおやき　ごまネーズあえ　
おぼろじる

とりにく　あぶらあげ　
ぎゅうにゅう　さば　
おぼろどうふ

649 28.1

16 水

アップルこめこパン
牛乳 てづくりとうふハンバーグ　

キャベツとコーンのソテー　
ふゆやさいスープ

ぎゅうにゅう　ぶたにく　
とうふ　とうにゅう　ベーコン
しろいんげんまめ

615 29.1

17 木

ゆでちゅうかめん 牛乳 ごまみそたんたんスープ
はくさいのツナあえ　
きびなごのカリカリやき

ぎゅうにゅう　ぶたにく　
だいず　みそ　ツナ　
きびなご

668 30.8

18 金
ごはん 牛乳 【食育の日　しずおかけんこんだて】

あじフライ 　のりずあえ　
おざく

ぎゅうにゅう　あじ　のり　
あぶらあげ　こんぶ 593 20.9

21 月
ごはん 牛乳 やさいしゅうまい　

きりぼしだいこんのいためナムル　
マーボーあつあげ

ぎゅうにゅう　ツナ　ぶたにく　
あつあげ　だいず　みそ 664 25.3

22 火

むぎごはん 牛乳

ポークカレー　じゃこサラダ
ぎゅうにゅう　ぶたにく　
あおだいず　くきわかめ　
ちりめんじゃこ

665 23.4

24 木
ごはん 牛乳

いかのからあげ　
キャベツのいそづけ　ほうとうじる

ぎゅうにゅう　いか　ちくわ　
とりにく　あぶらあげ　みそ 685 27.1

25 金

ごはん 牛乳 【わしょくの日こんだて】
さばのピリからやき　
こまつなとあぶらあげのにびたし　
いちょうかまぼこのすましじる

ぎゅうにゅう　さば　
あぶらあげ　とうふ　かまぼこ
こんぶ

609 25.9

28 月
ごはん 牛乳 とりにくとこうやどうふのあげに　

おかかあえ　
あいしょうじる

ぎゅうにゅう　とりにく　
こうやどうふ　ベーコン　
みそ　とうにゅう　かつおぶし

682 23.8

29 火
ごはん 牛乳 セルフのやきにくどん

ローストカレーポテト　
ごもくたまごスープ

ぎゅうにゅう　ぶたにく　
わかめ　たまご 624 22.4

30 水

あっさりピラフ 牛乳 ハンバーグのワインソースかけ　
じゃがたまソテー　
はくさいのスープ

ウインナー　ぎゅうにゅう　
とりにく　たまご　ぶたにく　
ツナ

618 23.4
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体の調子を整えるもの

〔大潟町小〕上越市教育委員会

こめ　じゃがいも　こめあぶら
さとう　ごま　ごまあぶら

こめこめん　でんぷん　
ごまあぶら　こむぎこ　
さつまいも　こめあぶら

こめ　ノンエッグマヨネーズ　
こめあぶら　さとう

キャベツ　にんじん　もやし　コーン　
たまねぎ　メンマ　はねぎ　いちご

ちゅうかめん　こめあぶら　
ねりごま　ごま　こむぎこ

こめこパン　パンこ　
こめあぶら

りんご　たまねぎ　キャベツ　にんじん　
ブロッコリー　コーン　にんにく　しめじ　
だいこん　パセリ

にんにく　しょうが　にんじん　
ほししいたけ　たまねぎ　もやし　
ながねぎ　にら　キャベツ　こまつな

こめ　こめあぶら　さとう　
ノンエッグマヨネーズ　ごま　
でんぷん

こめこパン　くろざとう　
こめあぶら　さとう　
じゃがいも　こめこ

熱や力になるもの

りんご　しょうが　キャベツ　にんじん　
コーン　たまねぎ　しめじ　ほうれんそう

だいこんば　にんじん　ごぼう　
こんにゃく　だいこん　はくさい　ながねぎ

にんにく　しょうが　きりぼしだいこん　
キャベツ　コーン　たまねぎ　にんじん　
ながねぎ

トマトジュース　もやし　こまつな　
コーン　だいこん　にんじん

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

こめ　こめこ　こめあぶら　
さとう　ごまあぶら　
じゃがいも

こめ　さとう　ごまあぶら　
ごま　オリーブゆ　じゃがいも

キャベツ　もやし　にんじん　
だいこん　こんにゃく

しょうが　にんにく　たまねぎ　にんじん　
しめじ　トマト　キャベツ　もやし　コーン

にんじん　ごぼう　キャベツ　
ブロッコリー　えのきたけ　こまつな　
ながねぎ

にんじん　はくさい　えのきたけ　なめこ　
ながねぎ　サラダこんにゃく　もやし　
れんこん

にんにく　だいこん　にんじん　メンマ　
こんにゃく　さやいんげん　たまねぎ　
キャベツ　ほうれんそう

こめ　こむぎこ　パンこ　
こめあぶら　さといも　さとう

こめ　でんぷん　こめこ
こめあぶら　さとう　ごま　
さつまいも　はるさめ

こめ　ごまあぶら　こめあぶら　
じゃがいも　さとう　でんぷん

こめ　おおむぎ　こめあぶら　
じゃがいも　カレールウ　
ごまあぶら　さとう　ごま

こめ　でんぷん　こめこ　
こめあぶら　ごま　ほうとう

にんにく　もやし　キャベツ　にんじん　
はくさい　かぼちゃ　ながねぎ

しょうが　こまつな　にんじん　
きりぼしだいこん　たまねぎ　えのきたけ　
しらたき　はくさい

こめ　さとう　ごま　
ごまあぶら

食塩：2.0 g一食平均エネルギー：638 Kcal

ながねぎ　もやし　キャベツ　にんじん　
たまねぎ

にんにく　にんじん　きりぼしだいこん　
キャベツ　にら　しょうが　だいこん　
ほししいたけ　メンマ　ながねぎ

たんぱく質：25.4 g 脂質：18.7 g

しょうが　にんにく　たまねぎ　にんじん　
もやし　にら　メンマ　はくさい　ながねぎ

にんじん　たまねぎ　コーン　パセリ　
だいこん　はくさい　しめじ

こめ　こめあぶら　
さとう　でんぷん　
じゃがいも　ごまあぶら

こめ　おおむぎ　こめあぶら　
パンこ　でんぷん　さとう　
じゃがいも


