
すてっぷセンター　給食

スパゲッティナポリタン パン（イエローロール） 御飯 炊き込みご飯 御飯 御飯

タンドリーチキン（皮付き） さわらの塩焼き ささみのフライ

大豆のひじき煮 ほうれん草のしらす和え 切り干し大根のサラダ

豆腐と大根のコンソメスープ むらくも汁 豆腐とわかめのみそ汁 豆腐とキャベツのみそ汁

果物（オレンジ） 果物（バナナ） 果物（キウイ） ミルクプリン 果物（オレンジ）

スパゲッティ NEGイエロー 精白米　 精白米　 精白米　 精白米　
ウインナー（卵不使用） 干ししいたけ
たまねぎ 鶏肉もも皮付き さわら 油揚げ 鶏肉ささみ じゃがいも
ピーマン 食塩 食塩 ごぼう 食塩 サラダ油
トマトケチャップ こしょう きゅうり にんじん 片栗粉 たまねぎ
味の素ＫＫコンソメ カレー粉 鶏もも皮なし　　 牛乳 豚ももミンチ
上白糖 パプリカ 芽ひじき かつお・昆布だし コーンフレーク 食塩
食塩 食塩 水煮だいず うすくちしょうゆ サラダ油 こしょう
有塩バター 無糖ヨーグルト サラダ油 本みりん じゃがいも 片栗粉
こしょう トマトケチャップ にんじん 料理酒 片栗粉 牛乳

にんにく 油揚げ 食塩 サラダ油 コーンフレーク
キャベツ しょうが かつお・昆布だし 食塩 サラダ油
にんじん 冷凍コーン こいくちしょうゆ きゅうり トマトケチャップ
冷凍コーン 本みりん 冷凍コーン ほうれんそう 冷凍コーン
レモン果汁 キャベツ 上白糖 ツナ缶 ちりめんじゃこ
日清　マヨドレ ピーマン 日清　マヨドレ こいくちしょうゆ 切り干し大根
牛乳 ちりめんじゃこ かつお・昆布だし こいくちしょうゆ きゅうり
はちみつ サラダ油 食塩 すりみそ ロースハム

日本酒 こいくちしょうゆ すりみそ だし にんじん
味の素ＫＫコンソメ こいくちしょうゆ たまねぎ かつお・昆布だし 油揚げ ごま油
水 片栗粉 豆腐（絹ごし） キャベツ 穀物酢
食塩 じゃがいも えのきたけ カットわかめ 上白糖
だいこん たまねぎ 鶏卵 たまねぎ 寒天ミルクプリンの素 こいくちしょうゆ
豆腐（絹ごし） にんじん かいわれ 牛乳
パセリ 味の素ＫＫコンソメ 小魚ぽんせん フルーツソース（ストロベリー） すりみそ

水 キウイ（ゴールド） まんまるソフトせんべい かつお・昆布だし
オレンジ 牛乳 お水のゼリー（マスカット） 豆腐（絹ごし）

食塩 キャベツ
有塩バター

オレンジ
バナナ

北海道ミルクパン　 御飯 御飯 御飯

マカロニグラタン あじの蒲焼き 鮭の塩こうじ焼き お好み焼き（マヨドレ）　

大根の煮浸し かぼちゃの甘煮 大根のツナ煮

なすと油揚げのみそ汁 えのきとわかめのみそ汁 豆腐とわかめの中華スープ

果物（バナナ） 果物（オレンジ） 果物（オレンジ）

北海道ミルクパン　 精白米　 精白米　 精白米　

マカロニ（乾） あじ ﾄﾗｳﾄｻｰﾓﾝ 豚ももミンチ
鶏肉もも皮なし　　 片栗粉 塩こうじ 食塩
たまねぎ こいくちしょうゆ きゅうり キャベツ
薄力粉 上白糖 ねぎ
有塩バター 本みりん かぼちゃ 鶏卵
牛乳 料理酒 かつお・昆布だし 干し桜えび（無着色）
味の素ＫＫコンソメ 水 こいくちしょうゆ かつお粉
食塩 キャベツ 三温糖 薄力粉
こしょう ベーキングパウダー
ピザ用チーズ はるさめ すりみそ かつお・昆布だし

きゅうり かつお・昆布だし 山芋パウダー
だいこん ロースハム えのきたけ いか天入り天かす
にんじん 日清　マヨドレ カットわかめ お好みソース
かつお・昆布だし キャベツ 日清　マヨドレ
上白糖 すりみそ 糸花鰹
こいくちしょうゆ かつお・昆布だし オレンジ あおのり

油揚げ
味の素ＫＫコンソメ なす だいこん
食塩 えのきたけ にんじん
水 ツナ缶
ウインナー（卵不使用） オレンジ 味の素ＫＫコンソメ
キャベツ 本みりん

こいくちしょうゆ
バナナ

豆腐（絹ごし）
カットわかめ
だいこん
中華味
水
食塩
こいくちしょうゆ

バニラウエハース
お水のゼリー（ピーチ）

エネルギー 362Kcal タンパク質 14.7g 脂質 11g カルシウム 116mg 鉄 1.6mg ビタミンA 144μg

ビタミンB1 0.2mg ビタミンB2 0.19mg ビタミンC 35mg 食物繊維 3.1g 食塩相当量 2.1g

<今月の栄養価(米飯、普通食を全量摂取した場合)>

14日(金)

28日（金） 26日（水） 27日（木）

6日(木) 7日(金) 10日(月)

19日（水） 21日（金） 24日（月） 18日（火） 17日（月） 25日（火）

6月　こんだてひょう

*献立、食材は都合により変更になることがあります。

令和元年

3日(月) 4日(火) 5日(水)

11日(火) 12日(水) 13日(木)

キャベツのコールスロー
（マヨドレ）

ピーマンとキャベツの
じゃこ炒め

新じゃがとにんじんの
ポタージュ

材
料

普；小魚ぽんせん　粗・押；ま
んまるソフトせんべい　ぺ・管；
お水のゼリー（マスカット)

きゅうりとコーンのツナサラダ
（マヨドレ）

新じゃがコロッケ
（パン粉、卵なし）

春雨ときゅうりのサラダ
（マヨドレ）

普・粗・押；カルシウムウエ
ハース　ペ・管；お水のゼリー
（ピーチ）

ウインナーとキャベツの
コンソメスープ

献
立

献
立

材
料

キャベツと油揚げの
みそ汁

お楽しみ給食

「虫歯予防デー」

★地元のおやさい使っています！

（普賢寺ふれあいの駅より納品）

精白米 すりみそ

じゃがいも たまねぎ

＜虫歯予防に良いこと＞
虫歯の予防には、正しい歯みがき習慣をつ

け、食事でも次の事に気を付けましょう。

①丈夫な歯を作ろう！

乳歯は、妊娠中から生後１年くらいまで、永久歯

は生まれてから７、８歳頃までの食べ物が最も歯

の成長に影響を与えます。）

○ 歯の成長に必要な栄養 ○

・カルシウム・・・・・牛乳、チーズ、ひじき

・ビタミンＡ・・・・・・・にんじん、かぼちゃ、

ほうれん草

・ビタミンＣ・・・・・・・果物、野菜、いも

・ビタミンＤ・・・・・・・魚、じゃこ、干ししいたけ

・たんぱく質・・・・・・肉、魚、卵、豆腐

②かむ力をつけよう！

こどもさんの意欲がある時に、好きな食材をい

つもより、少し大きめにします。ポイントは、お口

に入れる量は少な目にすることです。そうすると、

しっかり舌が動き、かむ動きが見られます。（お口

いっぱいに食べ物を入れると、かむことが出来ず、

丸のみになります。

＊大きさが分かりにくい時は、栄養士まで

お声かけください。


