
エネルギー たんぱく質

kcａI ｇ

牛乳 ●牛乳

むぎごはん 米　米粒麦 674 23.2

ビビンバ ●たまご　ぶた肉　みそ 油　砂糖　ごま油 にんじん　ほうれん草　もやし　ﾆﾝﾆｸｼｮｳｶﾞ

おさかなめんのスープ たら　油あげ でんぷん　油 にんじん　はくさい　長ねぎ　ｼｮｳｶﾞ 817 27.9

あげぎょうざ（２こ） 小麦粉　油 キャベツ　玉ねぎ　ﾆﾝﾆｸｼｮｳｶﾞ

牛乳 ●牛乳

コッペパン パン ６３６ 23.3

フルーツクリームサンド ●乳 さとう ●みかん缶●パイン缶●おうとう缶

ポークビーンズ ぶた肉　だいず じゃが芋　オリーブ油 にんじん　玉ねぎ　ピーマン　トマト　ﾆﾝﾆｸ 805 29.3

ほうれんそうサラダ ハム 中華ドレッシング キャベツ　ほうれん草　コーン

牛乳 ●牛乳

いりこなめし しらす 米　ごま だいこんな 660 26.3

なまあげのみそいため ぶた肉　なまあげ　みそ さとう　油　片栗粉 にんじん　玉ねぎ　キャベツ　ニラ　ｼｮｳｶﾞ

ナムルサラダ ハム　ワカメ さとう　ごま油　ごま もやし　きゅうり 816 32.0

ひゅうがなつみかんゼリー さとう ●ひゅうがなつ
牛乳 ●牛乳
ごはん　 米 670 25.7
おかかふりかけ カツオブシ さとう　ごま
さばのみぞれに さば　 さとう　でんぷん だいこん 842 32.0
とうふとだいこんのみそしる とうふ　油あげ　みそ だいこん　ながねぎ　こまつな 　
ごぼうサラダ ツナ ごまドレッシング ごぼう　にんじん　キャベツ　
牛乳 ●牛乳
えびピラフ えび 米　米粒麦　油　マーガリン にんじん　玉ねぎ　いんげん　マッシュルーム 633 23.7
チキンカツ とり肉 小麦粉　油
ABCマカロニのスープ ウィンナー ﾏｶﾛﾆ　じゃが芋　ｵﾘｰﾌﾞ油 にんじん　玉ねぎ　コーン　パセリ　セロリ 803 29.7
むしやさい・パックドレッシング コーンドレッシング ブロッコリー　キャベツ
牛乳 ●牛乳
むぎごはん 米　米粒麦 683 27.2
とりにくとなすのハヤシシチュー とり肉 じゃが芋　油 にんじん　なす　玉ねぎ　トマト　ﾆﾝﾆｸ
かみかみあえ するめ 油　ごま油　さとう　ごま きりぼしだいこん　だいこん　きゅうり　にんじん 831 32.0
ヨーグルト ●ヨーグルト
牛乳 ●牛乳
きなこあげパン（コッペパン） きなこ パン　油　さとう 633 25.0
はるさめスープ とり肉 はるさめ　ごま油 にんじん　キャベツ　長ねぎ　チンゲンサイ　ｼｮｳｶﾞ
レバー入りつくね（小４から２こ） とり肉　とりレバー パン粉 でんぷん さとう 油 玉ねぎ　にんじん　ごぼう　長ねぎ 804 32.2
あおのりポテト あおのり じゃが芋　油　マーガリン 玉ねぎ　コーン

牛乳 ●牛乳

えだまめひじきごはん とり肉　ひじき 米　油　さとう にんじん　えだまめ 618 26.3

あじフライ あじ 小麦粉　パン粉　油

さわにわん ぶた肉　油あげ にんじん　だいこん　ごぼう　みずな　ﾎｼｼｲﾀｹ 782 31.9

オレンジ ●オレンジ

牛乳 ●牛乳

ごはん 米 636 28.6

すきやきふうに ぶた肉　やきどうふ さとう　油 にんじん　玉ねぎ　長ねぎ　しらたき　ｼｮｳｶﾞ

たまごやき ●たまご さとう　油 789 35.0

いそかあえ のり こまつな　もやし

牛乳 ●牛乳

じごなうどん 地粉うどん 631 24.0

さぬきうどんじる とり肉 油あげ なると ワカメ さとう 長ねぎ　ホシシイタケ

てんぷら（かぼちゃ、このはあげ） かまぼこ　あおのり 小麦粉　油 かぼちゃ　 825 30.8

おひたし カツオブシ さとう ほうれんそう　キャベツ　にんじん

中学校　チーズ ●チーズ
牛乳 ●牛乳
ごはん　 米 652 25.1
ハンバーグ（わふうソース） とり肉　ぶた肉 油　さとう　片栗粉　 しめじ　だいこん
トマトとたまごのスープ ●たまご　とり肉 オリーブ油 トマト　キャベツ　玉ねぎ　チンゲンサイ 810 31.5
ごもくきんぴら さつまあげ さとう　油　ごま油　ごま れんこん　にんじん　ピーマン　こんにゃく
牛乳 ●牛乳
はちみつパン パン 671 23.2
かぼちゃのとうにゅうチャウダー ベーコン　とうにゅう ﾏｰｶﾞﾘﾝ 油 小麦粉 ｵﾘｰﾌﾞ油 にんじん　玉ねぎ　かぼちゃ　パセリ
とり肉のバーベキューソースがけ とり肉 さとう　油 ﾆﾝﾆｸｼｮｳｶﾞ　レモンじる　りんご 835 28.6
さんしょくあえ 和風ドレッシング ほうれんそう　カリフラワー　コーン

牛乳 ●牛乳

むぎごはん わかめ 米　米粒麦 652 25.8

カレーマーボーどうふ とり肉　とうふ　みそ さとう　かたくりこ にんじん 玉ねぎ 竹の子 ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ ﾎｼｼｲﾀｹﾆﾝﾆｸｼｮｳｶﾞ

はるさめサラダ ハム 春雨　さとう　ごま油　ごま にんじん　キャベツ　きゅうり　 810 31.3

いもけんぴパリッシュ いわし さつま芋　油　さとう

牛乳 ●牛乳

しゃくしなごはん ぶた肉 米　油　ごま油　ごま　砂糖 しゃくしなづけ 660 26.1

さわらのたつたあげ さわら でんぷん　油 ショウガ

すましじる とうふ　なると　ワカメ だいこん　長ねぎ 802 31.4

ごまあえ みそ さとう　ごま こまつな　キャベツ　にんじん

ももゼリー さとう ●もも
牛乳 ●牛乳
てまきずし 米　さとう 629 22.8
のり　ごまこんぶ　ツナサラダ のり　こんぶ　ツナ さとう　ごま　ﾉﾝｴｯｸﾞﾏﾖﾈｰｽﾞ きゅうり　玉ねぎ
たまごｽﾃｨｯｸ（小学１本　中学２本）●たまご さとう　油 785 27.3
いかｽﾃｨｯｸ（小学1本　中学1本） いか でんぷん　油 ショウガ
じゃがいもとなすのみそしる 油あげ　みそ じゃがいも にんじん　なす　長ねぎ

＊都合により、献立の内容が変更になる場合があります。

　　　　　     ★給食費の振り替えは毎月12日です。残高のご確認をお願いします。
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　      学 校 給 食 献 立 予 定 表　　　横瀬町学校給食調理場
　

  ６ 月

使　用　す　る　食　品　と　働　き　　●今年度アレルギー対応食品

おもに体の調子を
ととのえる食品（緑）

栄　　養　　価

おもにエネルギーの
もとになる食品（黄）

血･肉･骨などおもに
体をつくる食品（赤）

月3

献　　立　　名日 曜

火

木6

4

5 水

7 金

11 火

12 水

10 月

・小学校

修学旅行（６年生） ６日（木）７日（金）

・中学校

校外学習（１年生） １３日（木）

学校総合体育大会（全学年） ２５日（火）２６日（水）

お 知 ら せ
６月は「食育月間」です。自分自身の食習慣を見直すと

ともに、地域に伝わる食文化や食を取り巻く現状等に

目を向け、健全な食生活を実践するために、何ができ

るか考える機会にしていただければと思います。



エネルギー たんぱく質

kcａI ｇ

牛乳 ●牛乳
ワカメむぎごはん ワカメ 米　米粒麦 647 22.3
じゃがいものそぼろに とり肉 じゃが芋　油　砂糖　片栗粉 にんじん　玉ねぎ　いんげん　ショウガ
しろみざかなフリッター たら　おきあみ 小麦粉　●米粉　油 800 26.7
うめおかかあえ カツオブシ さとう ほうれんそう　もやし　はくさい
牛乳 ●牛乳
さきたまボール パン 667 23.7
しおやきそば ぶた肉　 ちゅうかめん　油　ごま油 にんじん　玉ねぎ　キャベツ　ニラ
みそマヨネーズあえ ささみ　みそ ﾉﾝｴｯｸﾞﾏﾖﾈｰｽﾞ ブロッコリー　コーン ーーー ーーー
さんしょくゼリーポンチ さとう　サイダー ●みかん●マスカット●なし●パイン缶
牛乳 ●牛乳
ケチャップライス とり肉 米　米粒麦　油 玉ねぎ　グリンピース 609 24.5
えびマカロニグラタン えび　●牛乳　●チーズ マカロニ小麦粉油●バター ほうれん草
とうふだんごのスープ とり肉　とうふ　ぶた肉 パン粉　ごま油 にんじん　もやし　みずな　ショウガ ーーー ーーー
レモンづけ さとう たくあんづけ　だいこん　きゅうり
牛乳 ●牛乳
むぎごはん 米　米粒麦 679 24.7
チキンポークカレー とり肉　ぶた肉 じゃが芋　油　 にんじん　玉ねぎ　ﾆﾝﾆｸｼｮｳｶﾞ
フレンチサラダ ｺｰﾝﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞﾌﾚﾝﾁﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ キャベツ　にんじん　きゅうり　コーン 836 30.0
メロン ●メロン
コーヒー牛乳 ●牛乳 さとう
ちゅうかめん ちゅうかめん 662 26.7
ちゃんぽんめんじる ぶた肉 いか かまぼこ みそ 油　ねぎ油 にんじん　キャベツ　玉ねぎ　ｷｸﾗｹﾞ　ﾆﾝﾆｸｼｮｳｶﾞ
ウィンナーのころもあげ（2本） ウィンナー ｹｰｷﾐｯｸｽ　さとう　油 814 33.3
からしあえ さとう こまつな　もやし

27 木

28 金

24 月

25 火

26 水

日 曜 献　　立　　名
使　用　す　る　食　品　と　働　き　　●今年度アレルギー対応食品 栄　　養　　価

血･肉･骨などおもに
体をつくる食品（赤）

おもにエネルギーの
もとになる食品（黄）

おもに体の調子を
ととのえる食品（緑）


