
6月　こんだてひょう すてっぷセンター　給食

パン（イエローロール） 御飯 御飯 御飯 御飯

マカロニグラタン ひらまさの塩焼き ささみのフライ 鮭の塩こうじ焼き まんまるしゅうまい

大根の煮浸し 三色ナムル

かきたま汁 豆腐と玉ねぎのみそ汁 豆腐とわかめのみそ汁 えのきと豆腐のみそ汁

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

NEGイエロー 精白米　 精白米　 精白米　 スパゲッティ 精白米　
オリーブ油

マカロニ（乾） ひらまさ 鶏肉ささみ ﾄﾗｳﾄｻｰﾓﾝ 牛ももミンチ　 豚ももミンチ
鶏肉もも皮なし　　 食塩 食塩 塩こうじ ホールトマト水煮缶 たまねぎ
たまねぎ にんじん 片栗粉 きゅうり 味の素ＫＫコンソメ 干ししいたけ
薄力粉 牛乳 こいくちしょうゆ 料理酒 片栗粉
有塩バター キャベツ コーンフレーク たまねぎ 食塩
牛乳 油揚げ サラダ油 ほうれんそう にんにく こいくちしょうゆ
味の素ＫＫコンソメ かつお・昆布だし にんじん ちりめんじゃこ 上新粉 上白糖
食塩 本みりん こいくちしょうゆ 有塩バター こしょう
こしょう こいくちしょうゆ はるさめ トマトケチャップ 料理酒
ピザ用チーズ きゅうり すりみそ ウスターソース しょうが

かつお・昆布だし ロースハム かつお・昆布だし 上白糖 ごま油
カットわかめ 食塩 日清　マヨドレ 豆腐（絹ごし） 片栗粉
きゅうり こいくちしょうゆ カットわかめ だいこん 冷凍コーン
こいくちしょうゆ えのきたけ すりみそ だいこん にんじん
上白糖 片栗粉 かつお・昆布だし かつお・昆布だし にんじん
穀物酢 鶏卵 豆腐（絹ごし） オレンジ 上白糖 ほうれんそう
ごま油 たまねぎ こいくちしょうゆ 緑豆もやし

オレンジ こいくちしょうゆ
味の素ＫＫコンソメ 寒天ミルクプリンの素 味の素ＫＫコンソメ ごま油
水 牛乳 水 上白糖
食塩 フルーツソース ウインナー（卵不使用） いりごま
だいこん キャベツ
にんじん すりみそ
パセリ ｶﾙｼｳﾑたまごボーロ かつお・昆布だし

ゼリー飲料（ぶどう） えのきたけ
バナナ 豆腐（絹ごし）

バナナ

北海道ミルクパン　 御飯 御飯

タンドリーチキン（皮付き） さばのカレームニエル

大豆のひじき煮 切り干し大根の煮物

なすとえのきのみそ汁 じゃがいもと揚げのみそ汁

果物（オレンジ） 果物（オレンジ） ジョア（プレーン）

北海道ミルクパン 精白米　 精白米　 精白米　
豚ももミンチ

鶏肉もも皮付き じゃがいも たまねぎ さば
食塩 サラダ油 にんにく 食塩
こしょう たまねぎ かぼちゃ こしょう
カレー粉 豚ももミンチ なす 薄力粉
パプリカ 食塩 ピーマン カレー粉
食塩 こしょう 大豆油 有塩バター
無糖ヨーグルト 片栗粉 バーモンドカレー甘口 きゅうり
トマトケチャップ 牛乳 こいくちしょうゆ
にんにく コーンフレーク 味の素ＫＫコンソメ
しょうが サラダ油 水 切り干し大根
きゅうり トマトケチャップ 食塩 にんじん
こいくちしょうゆ ほうれんそう キャベツ 竹輪（卵不使用）

糸花鰹 冷凍コーン かつお・昆布だし
キャベツ こいくちしょうゆ サラダ油
ピーマン オレンジ 三温糖
ちりめんじゃこ 芽ひじき 本みりん
サラダ油 水煮だいず こいくちしょうゆ
料理酒 サラダ油
こいくちしょうゆ にんじん すりみそ

油揚げ かつお・昆布だし
じゃがいも だし じゃがいも
たまねぎ こいくちしょうゆ 油揚げ
にんじん 本みりん
味の素ＫＫコンソメ 上白糖 ジョア(プレーン)Ca＆V.D
水
牛乳 すりみそ
食塩 かつお・昆布だし
有塩バター なす

えのきたけ
オレンジ

ミルクスティック
ゼリー飲料（りんご）

エネルギー 376Kcal タンパク質 15.3g 脂質 11.3g カルシウム 137mg 鉄 2.2mg ビタミンA 158μg

ビタミンB1 0.22mg ビタミンB2 0.19mg ビタミンC 31mg 食物繊維 3.2g 食塩相当量 2.2g

7日(月) 8日(火) 9日(水)

22日(火) 16日(水) 21日(月) 24日(木) 17日(木) 18日(金)

令和3年

2日(水) 3日(木) 4日(金)

夏野菜カレー

*献立、食材は都合により変更になることがあります。

<今月の栄養価(米飯、普通食を全量摂取した場合)>

普・粗・押；ミルクス

ティック、ぺ・管；ゼリー

飲料（りんご）

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

キャベツとコーンの

コンソメスープ

23日(水) 30日(水) 29日(火)

10日(木) 11日(金)

材

料

大根とにんじんの

コンソメスープ

普・粗・押；カルシウムた

まごボーロ　ぺ・管；ゼ

リー飲料（ぶどう）

春雨ときゅうりの

サラダ（マヨドレ）

わかめとキュウリの

和風サラダ

キャベツと油揚げの

煮物

ほうれん草の

しらす和え

新じゃがコロッケ

（パン粉、卵なし）

ウインナーとキャベツの

コンソメスープ

献

立

献

立

材

料

スパゲッティー

ミートソース（上新粉）

15日(火)

25日(金)

14日(月)

★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

お楽しみ給食

「虫歯予防デー」

カミカミ

メニュー！

★歯を強くする栄養素とおすすめ食材

日本人は、どの年代もカルシウム、ビタミンD

が不足しがちです。給食では、下記の食材を

使用して、取れるようにしています。（献立表

では太字で表示しています。）

○ 牛乳、チーズ、ヨーグルト

○ 豆腐、油揚げ

○ ちりめんじゃこ、ひじき

○ さば、さけ ○ 干ししいたけ

カルシウム

ビタミンD

魚はビタミ

ンDが

豊富！

苦手な干し

シイタケは、

しゅうまい

に入れよ

う！


