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血や肉や骨になる食品 熱や力のもとになる食品 体の調子を整える食品

（あか） （きいろ） （みどり） (kcal) （ｇ）

牛乳　とり肉　ぶた肉 米 にんにく　たまねぎ　にんじん　
ツナ　むきえび　いか　 バター　でんぷん 赤ピーマン　黄ピーマン
ベーコン　たまご あぶら　 パセリ　エリンギ
生クリーム じゃがいも マッシュルーム
牛乳 スパゲティ だいこん　こねぎ　キャベツ　
ツナ　のり あぶら きゅうり　にんじん　ホールコーン
とうにゅう　粉かんてん さとう ぶどうジュース
粉ゼラチン じゃがいも アセロラジュース
牛乳　とり肉　 米 しょうが　にんじん
こうやどうふ　とうふ あぶら 干ししいたけ
あぶらあげ さとう さやいんげん　にんにく　
みそ　わかめ じゃがいも ねぎ
牛乳 コッペパン にんにく　たまねぎ
きなこ さとう にんじん　エリンギ
ベーコン じゃがいも パセリ
たら あぶら　 メロン
牛乳　ぶた肉　とり肉 米 にんにく　しょうが　ねぎ　にんじん
むきえび　 あぶら　こめこ たけのこ　干ししいたけ
たまご フォー　さとう チンゲンサイ　たまねぎ
はたはた でんぷん もやし　レモン　こまつな
牛乳　とり肉 米　 しょうが　にんじん　さやいんげん
あぶらあげ　たまご さとう きりぼしだいこん　もやし
きざみのり ごま　 きゅうり　えのきたけ
とうふ　わかめ あぶら こまつな　ねぎ　たまねぎ
牛乳　 米 にんにく　たまねぎ　エリンギ
ウインナー あぶら　 赤ピーマン　さやいんげん
ベーコン　ぶた肉 こめこ　じゃがいも にんじん　ホールコーン
生クリーム カシューナッツ　 パセリ
牛乳　とり肉 うどん　あぶら にんにく　しょうが　たまねぎ
あぶらあげ こんにゃく　 にんじん　たけのこ
みそ　くきわかめ さとう 干ししいたけ　ねぎ　こまつな
たまご　ダイスチーズ こむぎこ　バター キャベツ　きゅうり　ホールコーン
牛乳　 米 にんにく　しょうが　セロリ
ぶた肉 あぶら　 たまねぎ　にんじん　ホールトマト　
とり肉 こめこ　バター ピーマン　キャベツ　きゅうり
だいず はちみつ スイカ　えだまめ
牛乳　ぶた肉 米 にんじん　たまねぎ　干ししいたけ
あぶらあげ さとう さやいんげん
ひじき こんにゃく はくさい　えのきたけ
のり じゃがいも ほうれんそう
牛乳　ツナ 食パン たまねぎ　パセリ
ピザチーズ　 あぶら　じゃがいも にんじん
とり肉 エッグケアマヨネーズ キャベツ　きゅうり　
だいず　ひよこまめ さとう　ごま ホールコーン
牛乳　とり肉 米 にんじん　しめじ　えだまめ
ツナ バター キャベツ　きゅうり
ぶた肉 あぶら もやし　レモン　しょうが
粉チーズ ワンタンの皮 たまねぎ　こまつな
牛乳 ちゅうかめん　 たまねぎ　たけのこ　もやし
小町えび さとう キャベツ　にんじん　
ぶた肉 あぶら パイン缶　みかん缶　もも缶
ししゃも りんご缶　オレンジジュース
牛乳　あぶらあげ 米　もち米 干ししいたけ　たけのこ
かつお　とり肉　 さとう　あぶら しょうが　にんじん　
とうふ　みそ こんにゃく さやいんげん　ごぼう
だいず　 さつまいも だいこん　ねぎ
牛乳　花むすび 米 にんにく　しょうが　ねぎ
ぶた肉　とり肉 あぶら にんじん　たまねぎ
たまご こむぎこ こまつな　ヤングコーン
とうふ でんぷん オレンジ
牛乳　 ミルクパン キャベツ　ホールコーン
フランクフルト バター にんにく　セロリ
ベーコン　ウインナー じゃがいも たまねぎ　ホールトマト
レンズまめ あぶら パセリ
牛乳 米 しょうが汁　キャベツ
いわし　かいそうミックス あぶら きゅうり　にんじん　
とうふ でんぷん えのきたけ
あぶらあげ　みそ さとう ねぎ
牛乳 ラーメン　あぶら　さとう にんにく　しょうが　ねぎ
ぶた肉　 ごま　ねりごま 干ししいたけ　にんじん　もやし
みそ くず粉　じゃがいも きゅうり
とうふ　とうにゅう しらたまこ　こめこ チンゲンサイ　
牛乳　さば 米 ほうれんそう
たまご あぶら　 キャベツ　にんじん
あぶらあげ こんにゃく もやし　わけぎ
みそ さやいんげん
牛乳　ぶた肉 米　 しょうが　ねぎ
きざみこんぶ あぶら 干ししいたけ　
たまご ごま にがうり　にんじん
けずりぶし　ベーコン はるさめ もやし　こまつな　パイナップル
牛乳　ベーコン 食パン　マーガリン レモン　セロリ　たまねぎ
とり肉　いんげんまめ はちみつ　あぶら にんじん　エリンギ　パセリ
とうにゅう こめこ　じゃがいも キャベツ　きゅうり
生クリーム バター　さとう みかん缶　パイン缶
牛乳　ぶた肉 ラーメン　 にんにく　しょうが　にんじん
みそ　 あぶら たまねぎ　キャベツ　ねぎ　
粉かんてん　粉ゼラチン ごま　バター ホールコーン　もやし　にら
にゅうさんいんりょう じゃがいも　さとう みかん缶　パイン缶　パインジュース　

牛乳は毎日つきます。

献立は都合により変更することがあります。御了承ください。

エネルギー量、たんぱく質量の数値は、中学年のものです。

21 火 わかめチャーハン
豆腐スープ

ヤングコーンの天ぷら
国産バレンシアオレンジ

24.2

619 27.5

619 22.4

20 月 かつおめし
さつま汁
ココア豆

653 30.2

17 金 上海やきそば
焼きししゃも
オレンジポンチ

585 22.8

637 27.4

664 26.7

663 26.6

カリーブルスト
ジャーマンポテト

豆とウインナーのスープ
664 25.1

29 水 はちみつレモントースト
鶏肉とインゲン豆のクリーム煮

フルーツサラダ
600 21.8

 今月の給食目標
「衛生に気をつけて食事をしよう」

30 木 　　　　みそラーメン
ガーリックじゃがバター
　カルピスゼリー
パインゼリー

550 23.3

28

1 水 パエリア
スペイン風オムレツ
ソパ・デ・アホ
（にんにくスープ）

27 月 ごはん
魚の甘味噌だれ
千草和え　みそ汁

24 金 冷やしタンタンめん
じゃがいもの中華炒め
もちもち焼きチョコ

23 木 いわしのかば焼き丼
海藻サラダ
みそ汁

22 水 ミルクパン

15 水 ツナトースト
インディアンスープ
ひよこ豆入りサラダ

23.8

9 木 ブラウンピラフ
コーンチャウダー
スパイシーナッツ

699 22.6

14 火 ひじきと油揚げのごはん
肉じゃが
磯香あえ

619 22.2

13 月 ドライカレー
豆サラダ
スイカ

698

茎わかめ和え
チーズとコーンのむしパン

火 コムチェン
（ベトナム風チャーハン）

センレック・ナーム（フォー）
はたはたの南蛮漬け

600 24.9

6 月 きなこ揚げパン
タラのブイヤベース

メロン

令和４年　６月　給食予定献立表

日
曜
日 主食 おかず

使　わ　れ　て　い　る　主　な　材　料 エネル
ギー量

たんぱ
くしつ

3 金 高野豆腐のそぼろ丼
韓国風ピリピリみそじゃが

みそ汁
674 27.4

663 25.8

2 木 和風おろしツナスパゲティー
豆乳ドレッシングサラダ

あじさいゼリー
637 24.6

火
シシジューシー

ゴーヤチャンプルー
春雨スープ

冷凍パイナップル
657 22.9

627

10 金 田舎うどん 609

16 木 枝豆ピラフ
ツナサラダ

ワンタンスープ
620

21.8

24.4

8 水 こぎつね寿司
はりはり風和え物

すまし汁
617 23.9

7
ベトナム

ドイツ

セレクト給食

昆布の入った沖縄の炊き込みごはん

スペイン


