
実施日

日 曜 血や筋肉のもとになるもの 熱や力のもとになるもの 体の調子をよくするもの
エネルギー

kcaｌ
たんぱく質

ｇ

1 火
セルフ照り焼きバーガー
スープカレー
牛乳

鶏もも肉,鶏肉,豆乳,牛乳
ショートニングパン,
じゃがいも,油,小麦粉

生姜,セロリー,にんにく,人参,
たけのこ水煮,玉葱,
ブロッコリー,赤パプリカ

735 33.9

2 水
ミートドリア
オレンジゼリー．
牛乳        　　　　　運動会予備日

豚ひき肉,大豆ミート,
粉チーズ,粉寒天,牛乳

米,バター,油,赤ざらめ,
薄力粉,ソフトパン粉,砂糖

玉葱,人参,にんにく,セロリー,
マッシュルーム水煮,
ボイルトマト,オレンジジュース,
みかん缶

814 24.4

3 木
キムチチャーハン
おこげのスープ
フルーツ白玉　牛乳

豚肉,鶏肉,うずら卵水煮,
牛乳

米,米粒麦,油,もち,
でんぷん,白玉団子,砂糖

白菜キムチ,ピーマン,長葱,人参,
生姜,にんにく,玉葱,キャベツ,
りょくとうもやし,パイン缶,黄桃缶,
みかん缶

865 27.6

4 金
菜飯　さきいかサラダ
吉野汁
牛乳

鶏ひき肉,ちりめんじゃこ,
さきいか,鶏肉,焼き竹輪,
油揚げ,牛乳

米,米粒麦,油,砂糖,乾麺,
でんぷん

小松菜,きゅうり,キャベツ,大根,
人参,こんにゃく,長葱

774 31.3

7 月
チキンストロガノフ
キャベツとコーンのサラダ
くだもの　牛乳

鶏肉,プロセスチーズ,牛乳
米,米粒麦,油,小麦粉,
赤ざらめ,生クリーム,
バター,砂糖

にんにく,玉葱,マッシュルーム水
煮,トマトピューレ,きゅうり,人参,
キャベツ,粒コーン缶,パイン

845 25.2

8 火
ご飯　　ひじきとツナの佃煮
豚肉のマスタード焼き
田舎汁　　牛乳

ひじき,ツナ水煮,豚肉,
粉チーズ,鶏肉,白みそ,
牛乳

米,米粒麦,砂糖,
ソフトパン粉,油

大根,人参,ぶなしめじ,
糸こんにゃく,長葱 777 30.8

9 水
回鍋肉丼．
春雨サラダ
杏仁豆腐　牛乳

豚肉,みそ,ハム,粉寒天,
牛乳,ｸﾘ-ﾑ

米,米粒麦,油,砂糖,
緑豆春雨

にんにく,生姜,人参,キャベツ,長
葱,ピーマン,たけのこ水煮,きゅうり

816 29.6

10 木
ジャージャー麺
ポテトビーンズフライ
牛乳

鶏肉,大豆ミート,みそ,
大豆,あおのり,牛乳

冷凍ラーメン,油,三温糖,
練りごま,白ごま,
でんぷん,じゃがいも

にんにく,生姜,玉葱,人参,
たけのこ水煮,にら,
りょくとうもやし,
きゅうり,粒コーン缶

782 34.3

11 金
カリカリ梅ご飯
さばの韓国風焼き
新玉ねぎのみそ汁　牛乳

さば,豆腐,みそ,牛乳
米,米粒麦,砂糖,白ごま,
油,じゃがいも

カリカリ梅干し,にんにく,生姜,
長葱,人参,玉葱,小松菜

770 30.7

14 月
ご飯　　鮭のねぎ味噌焼き
具だくさん味噌汁
牛乳

鮭,みそ,生わかめ,豆腐,
油揚げ,牛乳

米,米粒麦,,砂糖,
じゃがいも

生姜,長葱,玉葱,大根,人参,
小松菜

749 33.4

15 火
プルコギ丼
ポテトのチーズ焼き
牛乳

豚肉,ピザチーズ,牛乳
米,米粒麦,油,砂糖,
でんぷん,じゃがいも

玉葱,人参,りょくとうもやし,にら,
生姜,にんにく 849 32.7

16 水

ご飯　　ごぼう入りドライカレー
ひよこ豆のサラダ
牛乳

ひよこ豆,鶏肉,大豆ミート,
牛乳

米,米粒麦,砂糖,油
人参,小松菜,キャベツ,玉葱,
ごぼう,にんにく,生姜,
マッシュルーム水煮

784 26.6

17 木
丸パン　豆あじの玉ねぎソース
ポテトのクリームスープ
牛乳

豆あじ,牛乳

丸パン,ブルーベリージャム,
でんぷん,小麦粉,油,
砂糖,バター,じゃがいも,
生クリーム

玉葱,生姜,クリームコーン缶 745 30.6

18 金
ご飯　　　　西湖豆腐
茎ワカメのきんぴら
牛乳　　　　　　　　　　とれたて村

くきわかめ,豚肉,冷凍豆腐,
鶏肉,牛乳

米,米粒麦,白ごま,油,砂糖,
でんぷん

ごぼう,糸こんにゃく,にんにく,
生姜,人参,玉葱,干し椎茸,
たけのこ水煮,トマト,長葱,
にら

771 28.3

21 月
フレンチトースト
チリコンカン　くだもの
牛乳

たまご,ベーコン,豚肉,
大豆,牛乳

食パン,砂糖,バター,油,
じゃがいも

玉葱,人参,ボイルトマト,
トマトピューレ,
マッシュルーム水煮,
メロン

809 33.1

22 火
ご飯　　そぼろふりかけ
ホッケの一夜干し
かんも汁　牛乳

豚肉,高野豆腐粉末,
ほっけ開き,油揚げ,みそ,
牛乳

米,もち米,米粒麦,砂糖,
さつまいも

生姜,人参,たけのこ水煮,
干し椎茸,さやいんげん,
小松菜,大根,長葱

793 33.8

23 水
冷やしごまだれうどん
ミニトマト
きな粉豆乳ケーキ　牛乳

鶏肉,きな粉,豆乳,牛乳
冷凍うどん,ごま油,砂糖,
白ごま,練りごま,薄力粉,
ソフトマーガリン

きゅうり,りょくとうもやし,人参,
キャベツ,ミニトマト

858 33.8

28 月
じゃこご飯
ヤンニャムチキン
ミヨックッ　　　牛乳　　　　　　韓国

ちりめんじゃこ,鶏肉,
生わかめ,豆腐,昆布,牛乳

米,米粒麦,でんぷん,油,
砂糖,白ごま

にんにく,生姜,りょくとうもやし,
玉葱,えのきたけ,小松菜

826 32.7

29 火
スパゲッティーあけぼのソース
コールスローサラダ
くだもの　　牛乳

豚肉,ベーコン,ピザチーズ,
牛乳

スパゲッテイ,油,小麦粉,
バター,生クリーム,砂糖

玉葱,人参,マッシュルーム水煮,
キャベツ,粒コーン缶,干しぶどう,
みかん

915 28.1

30 水
わかめきびご飯
もずく入り卵焼き
沢煮碗　　牛乳

炊き込みわかめ,たまご,
もずく(塩抜き),鶏肉,豚肉,
生わかめ,牛乳

米,米粒麦,きび,白ごま,
じゃがいも,砂糖,油

干し椎茸,人参,冷凍グリンピース,
ごぼう,えのきたけ,たけのこ水煮,
長葱,水菜

742 28.6

  ６月分　一日あたりの平均 801 30.5

1人1回当たりの学校給食摂取基準 840 31.0

◎学校行事や食材費等の都合により、献立の変更並びに回数が少なくなることがあります。
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