
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 金
牛乳　スパゲティーナポリタン
８品目サラダ　スイートパンプキン

牛乳　ベーコン　豚肉
チーズ　ひじき　油揚げ
いんげん豆　生クリーム

スパゲティ　油
さとう　ごま　さつまいも
甘納豆　バター　水あめ

ｾﾛﾘｰ　にんじん　たまねぎ　ﾏｯｼｭﾙｰﾑ缶
ﾎｰﾙﾄﾏﾄ　ﾋﾟｰﾏﾝ　えだまめ　もやし　ｷｬﾍﾞﾂ
ﾎｰﾙｺｰﾝ　かぼちゃ

648 24.5

4 月
牛乳　ご飯　　ししゃものパリパリ揚げ
くきわかめのきんぴら　骨太味噌汁

牛乳　ししゃも　わかめ
さつまあげ　ベーコン
みそ

米　麦　春巻きの皮
小麦粉　油　こんにゃく
さとう　じゃがいも

しそ　ごぼう　にんじん　さやいんげん
たまねぎ　こまつな

687 20.6

5 火
牛乳　フレンチトースト
ブロッコリーのクリームシチュー
アスパラガス入りサラダ

牛乳　たまご　豆乳
とり肉　いんげんまめ

食パン　さとう　バター
油　小麦粉　じゃがいも

たまねぎ　にんじん　にんにく　きゅうり
マッシュルーム缶　ブロッコリー　キャベツ
グリーンアスパラ　りんご

603 23.5

6 水
牛乳　　ご飯　　のりの佃煮　　肉じゃが煮
野菜の赤しそかけ

牛乳　のり　豚肉
米　麦　さとう　こんにゃく
油　じゃがいも　ごま

にんじん　たまねぎ　さやいんげん
キャベツ　きゅうり もやし　赤しそ

622 21.5

7 木
牛乳　チキンライス
ブロッコリーサラダ　ふわふわ卵スープ

牛乳　とり肉　豚肉
たまご　チーズ

米　麦　バター
油　さとう　じゃがいも
パン粉

にんじん　たまねぎ　ﾏｯｼｭﾙｰﾑ缶　ﾊﾟｾﾘ
ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ　ｷｬﾍﾞﾂ　ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ　りんご
ﾎｰﾙｺｰﾝ　にんにく　ほうれんそう

626 24.5

8 金 ４年生リクエスト献立 牛乳　豚肉　こんぶ
中華めん　ごま油　油
片栗粉　ぎょうざの皮
小麦粉

しょうが　にんにく　にんじん　たまねぎ
長ねぎ　キャベツ　もやし　ホールコーン
にら　パイン缶　黄桃缶　みかん缶

691 26.3

11 月
牛乳　　　　　　　　　　　　　【入梅の料理】
ご飯　　鰯の梅煮　　切り干し大根の煮付
じゃがいもと玉ねぎの味噌汁

牛乳　いわし　油揚げ
みそ　わかめ

米　麦　さとう　油
じゃがいも

しょうが　長ねぎ　梅干し　切り干し大根
にんじん こまつな　たまねぎ

650 26.7

12 火
牛乳　　中華菜飯　　春雨サラダ
かきたまスープ

牛乳 豚肉　ハム　たまご
米　麦　油　はるさめ
さとう　片栗粉

しょうが　にんじん　こまつな　きゅうり
もやし　　キャベツ　たまねぎ　長ねぎ
ほうれんそう

647 25.9

13 水
牛乳　ご飯
なすと豆腐のゴマダレかけ
えのきともやしのみそ汁

牛乳　とうふ　みそ
米　麦　油　片栗粉
小麦粉　ごま

なす　もやし　えのきたけ　長ねぎ 574 17.5

14 木
牛乳　磯うどん
しらすと野菜のおひたし　みそポテト

牛乳　こんぶ　とり肉
油揚げ　あさり　わかめ
しらす　みそ

うどん　さとう　油
じゃがいも　小麦粉
片栗粉

しいたけ　にんじん　はくさい　長ねぎ
しょうが　こまつな　もやし　ほうれんそう

603 22.4

15 金 ４年生リクエスト献立
牛乳　ベーコン　とり肉
ちりめんじゃこ　寒天

コッペパン　さとう　油
マカロニ　ごま　ごま油

セロリー　にんじん　たまねぎ　キャベツ
にんにく　パセリ　こまつな　レモン（果汁）

638 21.4

18 月
牛乳　ひじきご飯
厚焼きたまご　即席漬け
みそ汁

牛乳　こんぶ　ひじき
油揚げ　たまご　みそ
わかめ

米　麦　油　こんにゃく
さとう　小町麩　じゃがいも

にんじん　さやえんどう　キャベツ　きゅうり
しょうが　たまねぎ　長ねぎ

584 22.6

19 火
牛乳　　　　　　　　　　　　　　【ロシア料理】
焼きピロシキ　　カラフルサラダ
シチー

牛乳　豚肉
丸パン　油　はるさめ
さとう 小麦粉　パン粉
じゃがいも

しょうが　にんにく　たまねぎ　にんじん
こまつな　もやし　きゅうり　赤ピーマン
コーン　りんご　セロリー　トマト　キャベツ

584 24.9

20 水
牛乳　ご飯
いわしのしょうが煮
かぼちゃのそぼろ煮　沢煮わん

牛乳　いわし　とり肉
みそ

米　さとう　油
片栗粉　さといも

しょうが　たまねぎ　かぼちゃ　にんじん
しいたけ　たけのこ　だいこん　こまつな

647 25.5

21 木
牛乳　　ジャージャー麺
海藻パリパリサラダ　さくらんぼ

牛乳　豚肉　みそ
海藻

油　中華めん　さとう
片栗粉　ごま油　ワンタン
の皮

にんにく　しょうが　たまねぎ　にんじん
干ししいたけ  長ねぎ　きゅうり　もやし
キャベツ　こまつな　さくらんぼ

614 22.3

22 金
牛乳
えだまめごはん　じゃがいものカレー煮
トマト入りかきたま汁

牛乳　豚肉　こんぶ
とうふ　たまご

米　麦　油　じゃがいも
さとう　片栗粉

えだまめ　たまねぎ　にんじん　さやいんげん
しめじ　トマト　万能ねぎ

655 24.4

25 月
ジョアストロベリー　赤飯
豚肉の照り焼き　きんぴらだいこん
紅白すまし汁

ｼﾞｮｱｽﾄﾛﾍﾞﾘｰ　ささげ
豚肉　みそ
あられはんぺん

米　もち米　ごま
ごま油　こんにゃく　さとう

しょうが　長ねぎ　だいこん　にんじん
さやいんげん　たまねぎ　えのきたけ
こまつな

696 33.0

26 火
牛乳　　　　　　　　　　　【1年生そら豆むき】
シーフードピラフ　ごぼうのポタージュ
ゆでそら豆　あじさいゼリー

牛乳　ベーコン　いか
むきえび　貝柱　粉寒天

米　麦　バター　油
小麦粉　じゃがいも
さとう

にんじん　たまねぎ　マッシュルーム缶
グリンピース　ごぼう　にんにく　パセリ
そらまめ　ぶどうジュース

659 21.9

27 水
牛乳　米粉パン
あじのごまフライ　粉ふきいも
キャベツとウインナーのスープ

牛乳　あじ　たまご
ウインナー

米粉パン　油　小麦粉
マヨネーズ　ごま
パン粉　じゃがいも

セロリー　にんじん　たまねぎ　にんにく
キャベツ　パセリ

669 31.2

28 木
牛乳　　　　　　　　　　　　　【アメリカ料理】
ジャンバラヤ
フライドポテトビーンズサラダ　　メロン

牛乳　ベーコン
ウィンナー
とり肉　ひよこまめ

米　バター　油　片栗粉
じゃがいも　さとう

トマト　にんにく　セロリー　たまねぎ
グリンピース  にんじん　こまつな
キャベツ　メロン

682 21.4

29 金
牛乳　ビビンバ
きゅうりの中華味　豆腐と青菜のスープ

牛乳　豚肉　たまご
とり肉　とうふ

米　麦　さとう
ごま油　油　ごま

しょうが　だいずもやし　ぜんまい　たけのこ
こまつな　きゅうり　にんじん　にんにく
はくさい　チンゲンサイ

597 22.8

6月分　一日あたりの平均 637 24.0

３・４学年1人1回当たりの学校給食摂取基準 640 24.0

◎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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