
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 水
牛乳　　鶏とごぼうのピラフ
ミネストローネ　　くだもの（甘夏）

ﾍﾞｰｺﾝ　鶏肉　豚肉
ひよこ豆　牛乳

米　麦　ｼｪﾙﾏｶﾛﾆ
三温糖　油

にんじん　ﾎｰﾙﾄﾏﾄ缶　パセリ　グリンピース
しょうが　ごぼう　セロリ　たまねぎ　キャベツ
甘夏

585 21.3

2 木
牛乳　　マーボー丼
大根ときゅうりのぴり辛漬け
ビーフンスープ

豚肉　みそ　とうふ
牛乳

米　麦　三温糖　でんぷん
ﾋﾞｰﾌﾝ　油　ごま油

にら　にんじん　ﾁﾝｹﾞﾝｻｲ　にんにく　しょうが
長ねぎ　だいこん　きゅうり　たまねぎ　もやし 635 26.8

3 金
【伊那のきのこを食べよう】牛乳
きのこの和風スパゲティ
ﾚﾓﾝｵﾆｵﾝﾄﾞﾚｻﾗﾀﾞ　　ﾊﾟﾝﾅｺｯﾀ･ﾋﾟｰﾁｿｰｽ

鶏肉　ﾍﾞｰｺﾝ　粉寒天
生ｸﾘｰﾑ　牛乳

スパゲティ　三温糖
でんぷん　油　バター

にんじん　ほうれんそう　しめじ　えのきたけ
たまねぎ　もやし　きゅうり　キャベツ
レモン果汁　黄桃缶

611 22.5

4 土
【スポーツフェスタ応援ﾒﾆｭｰ】牛乳
みそカツ丼　　かみかみサラダ
紅白すまし汁

豚肉　みそ　かまぼこ
あられはんぺん　昆布
ちりめんじゃこ　牛乳

米　麦　小麦粉　パン粉
三温糖　油　ごま油　ごま

にんじん　ほうれんそう　にんにく　れんこん
キャベツ　たけのこ　えのきたけ　切干大根 649 29.6

7 火
牛乳　　チキンカレーライス
キャベツのサラダ
くだもの（河内晩柑）

鶏肉　牛乳
米　麦　小麦粉　はちみつ
じゃがいも　油

にんじん　こまつな　にんにく　たまねぎ
キャベツ　もやし　河内晩柑 657 21.5

8 水
【しんじゅく野菜の日】牛乳
ジャンバラヤ　　ツナサラダ
野菜チップス

鶏肉　ｳｨﾝﾅｰ　ﾍﾞｰｺﾝ
ツナ水煮　牛乳

米　三温糖　じゃがいも
さつまいも　油
ｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ

にんじん　かぼちゃ　ﾎｰﾙﾄﾏﾄ缶　にんにく
セロリ　たまねぎ　キャベツ　もやし　きゅうり
ﾎｰﾙｺｰﾝ缶　ごぼう　　レモン果汁　ﾄﾏﾄｼﾞｭｰｽ

624 20.7

9 木
牛乳　　中華丼
えのきとわかめのスープ
りんごゼリー

豚肉　ﾍﾞｰｺﾝ　わかめ
粉寒天　牛乳

米　麦　でんぷん　三温糖
油　ごま油

にんじん　ﾁﾝｹﾞﾝｻｲ　にんにく　しょうが
たけのこ　干し椎茸　はくさい　たまねぎ
えのきたけ　りんごｼﾞｭｰｽ

593 20.8

10 金
【高知県の料理】牛乳
かつおめし　　じゃがいもの土佐煮
青菜のおひたし

鰹　鶏肉　焼き竹輪
花かつお　牛乳

米　麦　でんぷん　三温糖
こんにゃく　じゃがいも
油　ごま

にんじん　さやいんげん　こまつな　しょうが
たけのこ　キャベツ　もやし 605 25.5

13 月
牛乳　　ジャージャーめん
コーンサラダ
白玉フルーツポンチ

豚肉　みそ　牛乳
蒸し中華めん　三温糖
でんぷん　上白糖　白玉粉
油　ごま油

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

622 22.7

14 火
牛乳　　こぎつねごはん
肉じゃが　　和風サラダ

鶏肉　油揚げ　豚肉
牛乳

米　麦　こんにゃく
三温糖　じゃがいも　油

にんじん　さやいんげん　こまつな　ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ
干し椎茸　たまねぎ　キャベツ　もやし 602 22.7

15 水
牛乳　キャロットライス
ポークストロガノフ　　ひよこ豆のサラダ
くだもの（甘夏）

豚肉　ひよこ豆　牛乳
米　麦　小麦粉　三温糖
油

にんじん　ﾎｰﾙﾄﾏﾄ缶　ﾄﾏﾄﾋﾟｭｰﾚ　パセリ　こまつな
にんにく　たまねぎ　ﾏｯｼｭﾙｰﾑ缶　セロリ
キャベツ　もやし　甘夏

605 20.7

16 木
牛乳　　わかめごはん
ちぐさ焼き　　野菜のおひたし
じゃがいものみそ汁

鶏肉　卵　みそ
わかめ　ひじき　牛乳

米　麦　三温糖
じゃがいも　油

にんじん　こまつな　ほうれんそう
ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ　キャベツ　もやし　たまねぎ 585 26.2

17 金
牛乳　　二つ折りパン
ひじき入りコロッケ　　ボイル野菜
冬瓜とコーンのスープ

豚肉　ﾍﾞｰｺﾝ　ひじき
牛乳

二つ折りﾊﾟﾝ　ﾎﾟﾃﾄﾌﾚｰｸ
じゃがいも　三温糖　ﾊﾟﾝ粉
小麦粉　でんぷん　油

にんじん　パセリ　たまねぎ　キャベツ　もやし
とうがん　ﾎｰﾙｺｰﾝ缶　ｸﾘｰﾑｺｰﾝ缶 607 23.3

20 月
牛乳　　さけごはん
生揚げとじゃがいもの煮物
野菜のごま酢びたし

鮭　豚肉　生揚げ
のり　牛乳

米　麦　こんにゃく
じゃがいも　三温糖
油　ごま

にんじん　さやいんげん　こまつな
しょうが　たまねぎ　干し椎茸　もやし　キャベツ 599 29.0

21 火
牛乳　　ごはん
さばのみそ煮　　野菜しょうがじょうゆ
いなか汁

鯖　みそ　油揚げ
牛乳

米　三温糖　こんにゃく
じゃがいも　油

にんじん　こまつな　ほうれんそう　しょうが
キャベツ　もやし　だいこん　長ねぎ　ごぼう 631 28.4

22 水
牛乳　　ガーリックトースト
カレーポークビーンズ
わかめのサラダ

豚肉　ウィンナー　大豆
わかめ　生クリーム　牛乳

食パン　じゃがいも
小麦粉　三温糖
油　バター

にんじん　パセリ　にんにく　たまねぎ
キャベツ　もやし 629 26.0

23 木
牛乳　　親子丼
りんご酢のサラダ　　とうふのみそ汁

鶏肉　卵　とうふ　みそ
わかめ　牛乳

米　麦　三温糖　油
にんじん　こまつな　みつば　しょうが　ごぼう
たまねぎ　キャベツ　もやし　えのきたけ　長ねぎ 640 27.8

24 金
牛乳　　豆乳ラーメン
ジャンボぎょうざ　　くだもの（河内晩柑）

豚肉　みそ　豆乳　牛乳
ﾗｰﾒﾝ　でんぷん　小麦粉
ぎょうざの皮
油　ごま油　ごま

にんじん　ﾁﾝｹﾞﾝｻｲ　にら　にんにく　しょうが
キャベツ　もやし　長ねぎ　河内晩柑 656 21.9

27 月
牛乳　　きなこ揚げパン
わんたんスープ
みそドレッシングサラダ

きなこ　豚肉　鶏肉　みそ
牛乳

ｺｯﾍﾟﾊﾟﾝ　三温糖　春雨
油　ごま油

にんじん　ほうれんそう　こまつな
干し椎茸　もやし　はくさい　長ねぎ　しょうが
キャベツ　だいこん

605 22.0

28 火
牛乳　　冷やしきざみきつねうどん
ちくわの天ぷらと磯部揚げ
大根サラダ

油揚げ　焼き竹輪
わかめ　あおのり　牛乳

うどん　三温糖　赤ざらめ
小麦粉　でんぷん　油

にんじん　こまつな　長ねぎ　しめじ
だいこん　きゅうり 608 26.4

29 水
牛乳　　クリームライス
ポン酢サラダ　　くだもの（河内晩柑）

鶏肉　豆乳　牛乳
米　麦　小麦粉
三温糖　油

にんじん　赤パプリカ　パセリ　こまつな
たまねぎ　ﾏｯｼｭﾙｰﾑ缶　キャベツ　もやし
河内晩柑

591 24.0

30 木
牛乳　　きんぴらごはん
野菜からしじょうゆ　　五目白玉汁

豚肉　鶏肉　豆腐　卵
牛乳

米　麦　三温糖　白玉粉
でんぷん　油

にんじん　ほうれんそう　こまつな　ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ
ごぼう　キャベツ　もやし　えのきたけ　干し椎茸 581 24.7

6月分　一日あたりの平均 615 24.3

３・４学年1人1回当たりの学校給食摂取基準 650 26.0

◎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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