
赤色の食品 黄色の食品 緑の食品

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)

2 水
牛乳　セサミトースト
かぼちゃのシチュー

海藻と青大豆のサラダ

鶏もも肉　レンズまめ　青大豆
牛乳　生クリーム　くきわかめ
カットわかめ

食パン　はちみつ　小麦粉
じゃがいも　三温糖　バター
白すりごま　ひまわり油　ごま油

にんじん　かぼちゃ　パセリ　にんにく　たまねぎ
キャベツ　きゅうり

674 23.4

3 木
牛乳　ひじきごはん

にぎすの唐揚げ　野菜の磯和え
豚汁

油揚げ　大豆　にぎす　豚かた肉
甘みそ　淡色辛みそ　牛乳
芽ひじき　刻みのり

精白米　米粒麦　つきこんにゃく
さとう　でんぷん　小麦粉
こんにゃく　じゃがいも　ひまわり油

にんじん　さやいんげん　ほうれんそう　キャベツ
もやし　ごぼう　だいこん　たまねぎ　長ねぎ

624 26.3

4 金
牛乳　ぶた肉のうま煮丼

キャベツのお浸し　とうふのみそ汁
豚かた肉　豆腐　甘みそ
淡色辛みそ　牛乳　生わかめ

精白米　米粒麦　つきこんにゃく
さとう　ひまわり油

にんじん　こまつな　しょうが　ごぼう　たまねぎ
はくさい　長ねぎ　キャベツ

616 22.3

7 月
牛乳　ミートスパゲティ

野菜スープ　フルｰツヨｰグルト

ベーコン　豚ひき肉
鶏ひき肉(むね）　レンズまめ
牛乳　プレーンヨーグルト

スパゲッティ　さとう　ひまわり油
にんじん　ホールトマト　こまつな　にんにく
セロリー　たまねぎ　マッシュルーム缶　黄桃缶
パイン缶　みかん缶

637 26.1

8 火
牛乳　麦ごはん　桜えびのふりかけ

なんか揚げ　もやしのごまあえ
すまし汁　オレンジゼリー

たらのすり身　いわしのすり身
押し豆腐　けずり節　牛乳
さくらえび　もみ海苔　生わかめ
粉寒天

精白米　米粒麦　でんぷん　さとう
あられ麩　白ごま　ひまわり油

にんじん　葉ねぎ　こまつな　しょうが　ごぼう
もやし　たまねぎ　えのきたけ　長ねぎ
オレンジジュース　みかん缶

621 23.3

9 水
牛乳　照り焼きチキンバーガー

トマたまスープ
ポテトとヒヨコマメのサラダ

鶏もも肉　卵　ひよこまめ　牛乳
丸パン　三温糖　でんぷん　マカロニ
じゃがいも　さとう　ひまわり油

にんじん　トマト　こまつな　たまねぎ　えのきたけ
キャベツ

613 27.0

10 木
牛乳　ふきよせおこわ

厚焼き玉子　キャベツのみそ汁

鶏もも肉　油揚げ　豚ひき肉
けずり節　卵　豆腐　甘みそ
淡色辛みそ　牛乳　生わかめ

精白米　もち米　さとう　三温糖
むき栗　ひまわり油

にんじん　さやいんげん　こまつな　干ししいたけ
しめじ　たまねぎ　キャベツ

649 27.7

11 金
牛乳　マーボー豆腐丼

中華スープ　杏仁ゼリー
豚ひき肉　赤色辛みそ　押し豆腐
牛乳　練乳　粉寒天

精白米　米粒麦　さとう　でんぷん
はるさめ　グラニュー糖　ひまわり油
ごま油　杏仁霜

にんじん　にら　こまつな　にんにく　しょうが
たけのこ　干ししいたけ　長ねぎ　たまねぎ
キャベツ　ブルーベリージャム

617 23.6

15 火
牛乳　きびごはん
かつおの揚げ煮

きんぴられんこん　きのこ汁

かつお　豆腐　甘みそ
淡色辛みそ　牛乳

精白米　米粒麦　きび　でんぷん
さとう　つきこんにゃく　ひまわり油
ごま油　白ごま

にんじん　さやいんげん　こまつな　しょうが
れんこん　生しいたけ　ぶなしめじ　えのきたけ
長ねぎ

616 29.7
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きんぴられんこん　きのこ汁

16 水
牛乳　ガーリックトースト

ボルシチ　ヴィネグレットサラダ
豚かた肉　レンズまめ　牛乳

ソフトフランスパン　じゃがいも
さとう　バター　ひまわり油

パセリ　にんじん　トマトピューレ　さやいんげん
にんにく　たまねぎ　しょうが　キャベツ　かぶ
きゅうり　セロリー

596 22.1

17 木
牛乳　麦ごはん

めかぶと豚キムチの春巻き
ナムル　わかめスープ

豚かた肉　鶏もも肉　豆腐　牛乳
めかぶわかめ　生わかめ

精白米　米粒麦　はるさめ
春巻きの皮　小麦粉　さとう
ひまわり油　ごま油　白ごま

ほうれんそう　にんじん　こまつな　もやし
白菜キムチ　長ねぎ　にんにく　しょうが
えのきたけ

624 18.7

18 金
牛乳

キノコとチキンのカレーライス
じゃこサラダ　かき

鶏もも肉　牛乳　ピザ用チーズ
ちりめんじゃこ

精白米　米粒麦　じゃがいも　小麦粉
さとう　ひまわり油　白ごま　ごま油

にんじん　にら　にんにく　しょうが　たまねぎ
マッシュルーム缶　しめじ　エリンギ　キャベツ
かき

671 23.6

21 月
牛乳　ジャージャーめん
かきたまスープ　なし

豚ひき肉　鶏ひき肉(むね）
淡色辛みそ　八丁みそ　卵　牛乳

むし中華めん　さとう　でんぷん
ひまわり油　ごま油

にんじん　ほうれんそう　にんにく　しょうが
たまねぎ　干ししいたけ　長ねぎ　なし

645 24.0

22 火

牛乳　さつまいもごはん
レバーのマリアナソース

かみかみサラダ　みそけんちん汁
豆花ゼリー

豚レバー　けんさきいか　けずり節
豆腐　淡色辛みそ　豆乳　牛乳
生クリーム

精白米　米粒麦　さつまいも
でんぷん　さとう　三温糖　黒砂糖
白ごま　ごま油　ひまわり油

だいこん葉　にんじん　こまつな　しょうが
きゅうり　だいこん　もやし　ごぼう
たまねぎ　長ねぎ

598 22.0

23 水
牛乳　チーズトースト

ポトフ
小松菜とコーンのソテー

豚かた肉　フランクフルト
白いんげん　ベーコン　牛乳
ピザ用チーズ

食パン　じゃがいも
ひまわり油　バター

にんじん　パセリ　こまつな　にんにく
セロリー　たまねぎ　キャベツ　ホールコーン

643 25.9

24 木

牛乳　麦ごはん
ジャージャン豆腐

大根とキュウリの辛味漬け
レモンスカッシュゼリー

豚かた肉　生揚げ　甘みそ
八丁みそ　牛乳　粉寒天

精白米　米粒麦　さとう　でんぷん
ひまわり油　ごま油

にんじん　ピーマン　にんにく　たけのこ
干ししいたけ　キャベツ　長ねぎ　だいこん
きゅうり　レモン果汁

651 24.5

25 金
牛乳　かき揚げ丼

うずら豆の甘煮　大根のみそ汁

いか　むきえび　卵　うずら豆
油揚げ　甘みそ　淡色辛みそ
牛乳　生わかめ

精白米　米粒麦　小麦粉　さつまいも
さとう　三温糖　ひまわり油

切りみつば　にんじん　こまつな
たまねぎ　だいこん

676 20.5

28 月
牛乳　カレーうどん
糸寒天のごま酢浸し

スイートポテト

豚かた肉　かまぼこ　卵　牛乳
糸寒天　生クリーム

冷凍うどん　さとう　でんぷん
さつまいも　ひまわり油　白ごま
バター

にんじん　ほうれんそう　たまねぎ　キャベツ
長ねぎ　もやし

643 19.8

29 火
牛乳　シーフードピラフ

かぶのスープ　スタミナサラダ
焼きりんご

いか　むきえび　貝柱　ベーコン
白いんげん　豚モモ肉　牛乳

精白米　米粒麦　じゃがいも　さとう
バター　ひまわり油　ごま油

にんじん　パセリ　ホールトマト　かぶ葉
たまねぎ　マッシュルーム缶　かぶ　にんにく
キャベツ　もやし　りんご　レモン

660 25.0

30 水
　　　牛乳　きなこ揚げパン

肉だんごと白菜のスｰプ
ひじきサラダ

きな粉　鶏ひき肉(むね）　卵
豆腐　ボンレスハム　牛乳
ひじき

ショートニング　さとう　でんぷん
はるさめ　ひまわり油　ごま油
白ごま

にんじん　ほうれんそう　しょうが　長ねぎ
干ししいたけ　たけのこ　はくさい　ごぼう　きゅうり

659 24.7

静岡県・郷土料理

ロシア料理

リクエスト給食

リクエスト給食 ４年生リクエスト １位：きなこ揚げパン - 2位：きなこ揚げパン・レモンスカッシュゼリー

５年生リクエスト １位：カレーライス - 2位：きなこ揚げパン ３位：ラーメン

31 木
牛乳　麦ごはん　焼き鮭

大根のべっこう煮　みだくさん汁
菊花みかん

甘塩鮭　豚かた肉　甘みそ
淡色辛みそ　牛乳

精白米　米粒麦　さとう　じゃがいも
ひまわり油

にんじん　だいこん　たまねぎ　長ねぎ　みかん 601 25.0

今月分　　一日あたりの平均 635 24.1

中学年１人１回あたりの学校給食摂取基準 640 24.0

◎献立や使用食材は、都合により変更することがあります。

　食育格言
しょくいくかくげん

　「給食
きゅうしょく

は　食
た

べる心
こころ

の　教科書
きょうかしょ

です」

静岡県・郷土料理

ロシア料理

リクエスト給食

リクエスト給食 ４年生リクエスト １位：きなこ揚げパン - 2位：きなこ揚げパン・レモンスカッシュゼリー

５年生リクエスト １位：カレーライス - 2位：きなこ揚げパン ３位：ラーメン


