
6月　こんだてひょう すてっぷセンター　給食

御飯 炊き込みご飯 御飯 御飯 御飯 御飯 ミニ黒糖

まんまるしゅうまい さばのカレームニエル あじの蒲焼き 豚肉のみそ焼き マカロニグラタン

三色ナムル 高野豆腐の卵とじ ほうれん草の磯和え フライドポテト

えのきと豆腐のみそ汁 豆腐とわかめのみそ汁 なすとえのきのみそ汁

果物（バナナ） 果物（オレンジ） 果物（オレンジ） 果物（バナナ）

精白米　 精白米　 精白米　 精白米　 精白米　 精白米　 ミニ黒糖
干ししいたけ

豚ももミンチ 油揚げ さば あじ 牛ももミンチ　 ごま油 マカロニ（乾）
たまねぎ ごぼう 食塩 片栗粉 水煮だいず にんじん 鶏肉もも皮なし　　
干ししいたけ にんじん こしょう こいくちしょうゆ たまねぎ ピーマン たまねぎ
片栗粉 鶏もも皮なし　　 薄力粉 上白糖 プロセスチーズ 豚もも　 薄力粉
食塩 かつお・昆布だし カレー粉 本みりん 豆腐（絹ごし） 本みりん 有塩バター
こいくちしょうゆ うすくちしょうゆ 有塩バター 料理酒 片栗粉 料理酒 牛乳
上白糖 本みりん こまつな キャベツ 食塩 こいくちしょうゆ 味の素ＫＫコンソメ
こしょう 料理酒 ちりめんじゃこ こしょう すりみそ 食塩
料理酒 食塩 こいくちしょうゆ 高野豆腐 ナツメグ こしょう
しょうが ちりめんじゃこ トマトケチャップ じゃがいも ピザ用チーズ
ごま油 きゅうり キャベツ にんじん きゅうり 片栗粉
片栗粉 冷凍コーン 油揚げ 鶏卵 こいくちしょうゆ サラダ油 カットわかめ
冷凍コーン ツナ缶 かつお・昆布だし サラダ油 食塩 きゅうり

日清　マヨドレ 本みりん かつお・昆布だし ほうれんそう こいくちしょうゆ
にんじん こいくちしょうゆ こいくちしょうゆ 食塩 にんじん えのきたけ 上白糖
ほうれんそう こいくちしょうゆ きざみのり だいこん 穀物酢
緑豆もやし すりみそ すりみそ 上白糖 こいくちしょうゆ 豆腐（絹ごし） ごま油
こいくちしょうゆ かつお・昆布だし かつお・昆布だし 料理酒 上白糖 中華味
ごま油 豆腐（絹ごし） なめこ 食塩 味の素ＫＫコンソメ
上白糖 カットわかめ カットわかめ すりみそ すりみそ 水 水
いりごま たまねぎ 豆腐（絹ごし） かつお・昆布だし かつお・昆布だし 食塩

じゃがいも なす ｶﾙｼｳﾑたまごボーロ だいこん
すりみそ バナナ オレンジ たまねぎ えのきたけ ゼリー飲料（ぶどう） にんじん
かつお・昆布だし カットわかめ パセリ
えのきたけ 小魚ぽんせん
豆腐（絹ごし） オレンジ まんまるソフト バナナ

ゼリー飲料（りんご）
ミルクスティック
ゼリー飲料（もも）

御飯 北海道ミルクパン　 御飯

鮭の塩こうじ焼き

大根の煮浸し 大根のツナ煮

豆腐とわかめのみそ汁

ヨーグルト(ストロベリー) 果物（オレンジ） 果物（オレンジ） 牛乳プリン

スパゲッティ 精白米　 北海道ミルクパン 精白米　
オリーブ油
牛ももミンチ　 ｱﾄﾗﾝﾃｨｯｸｻｰﾓﾝ 鶏肉もも皮付き じゃがいも
ホールトマト水煮缶 塩こうじ 食塩 サラダ油
味の素ＫＫコンソメ きゅうり こしょう たまねぎ
料理酒 こいくちしょうゆ カレー粉 豚ももミンチ
たまねぎ パプリカ 食塩
にんにく にんじん 食塩 こしょう
上新粉 芽ひじき 無糖ヨーグルト 片栗粉
有塩バター 油揚げ トマトケチャップ 牛乳
トマトケチャップ ピーマン にんにく コーンフレーク
ウスターソース 本みりん しょうが サラダ油
上白糖 こいくちしょうゆ きゅうり トマトケチャップ

料理酒 こいくちしょうゆ ほうれんそう
だいこん 三温糖 糸花鰹
にんじん サラダ油 キャベツ こいくちしょうゆ
かつお・昆布だし ピーマン
上白糖 すりみそ ちりめんじゃこ だいこん
こいくちしょうゆ かつお・昆布だし サラダ油 にんじん

じゃがいも 料理酒 ツナ缶
味の素ＫＫコンソメ たまねぎ こいくちしょうゆ 味の素ＫＫコンソメ
水 こまつな 本みりん
ウインナー（卵不使用） じゃがいも こいくちしょうゆ
キャベツ オレンジ たまねぎ

にんじん すりみそ
ソフール(ストロベリー) 味の素ＫＫコンソメ かつお・昆布だし

水 豆腐（絹ごし）
牛乳 カットわかめ
食塩 たまねぎ
有塩バター

牛乳
オレンジ 上白糖

イナアガー
バニラエッセンス
フルーツソース(ｽﾄﾛﾍﾞﾘｰ)

エネルギー 382Kcal タンパク質 15.7g 脂質 12.3g カルシウム 140mg 鉄 2.3mg ビタミンA 166μg

ビタミンB1 0.24mg ビタミンB2 0.2mg ビタミンC 31mg 食物繊維 3.1g 食塩相当量 2.2g

材

料

*献立、食材は都合により変更になることがあります。

9日(木)

10日(金) 13日(月)

献

立

スパゲッティーミート

ソース（上新粉）

じゃがいもと玉ねぎの

みそ汁

にんじんとひじきの

炒め物

8日(水)

23日(木) 17日(金) 24日(金) 28日(火)

3日(金)

<今月の栄養価(米飯、普通食を全量摂取した場合)>

14日(火)

15日(水)

16日(木)

20日(月) 29日(水) 27日(月) 22日(水)

新じゃがコロッケ

（パン粉、卵なし）

ピーマンとキャベツの

じゃこ炒め

わかめとキュウリの

和風サラダ

新じゃがとにんじんの

ポタージュ

ウインナーとキャベツの

コンソメスープ

大根とにんじんの

コンソメスープ

タンドリーチキン

（皮付き）

30日(木)

令和4年
1日(水) 2日(木) 6日(月) 7日(火)

普；小魚ぽんせん、粗・押；

まんまるソフト、ぺ・管；ゼ

リー飲料（りんご）

普・粗・押；ミルクスティッ

ク、ぺ・管；ゼリー飲料（も

も）

普・粗・押；カルシウムたま

ごボーロ、ぺ・管；ゼリー飲

料（ぶどう）

献

立

材

料

大豆入りチーズハンバー

グ（卵、小麦なし）

きゅうりとコーンのツナ

サラダ（マヨドレ）

えのきと豆腐の中華スー

プ

じゃがいもとわかめのみ

そ汁

キャベツと油揚げの煮物

なめことわかめのみそ汁

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

★ 歯を強くする食事のポイント

①カルシウムを積極的にとる

永久歯が生えそろうまでに意識してカルシウムの多い食事を出し

ます。牛乳やヨーグルト、チーズなどの乳製品のほか、ひじきや

じゃこ、大豆、豆腐、油揚げや、ほうれん草、小松菜にもカルシウ

ムが豊富に含まれています。

②栄養バランスのとれた食事が大切

・歯の基礎となる「タンパク質」……肉、魚、卵、豆腐、牛乳

・歯のエナメル質をつくる「ビタミンA」……にんじん、ほうれん草、

小松菜、乳製品、きざみのり

・象牙質をつくるのに必要な「ビタミンC」……オレンジ、バナナ、

キャベツ、きゅうり、ほうれん草

・歯を強化する「リン」……米、牛肉、豚肉、鶏、さば、豆腐

さらに、紫外線を皮膚に浴びることで作られるビタミンDは、

カルシウムの代謝を促して健康的な歯を育てるのに必要です。

太陽の下で元気に遊ばせることも大切です。

③子どもの好き嫌いをなくすための調理法

苦手な野菜が見えないように、細かく刻んだりして混ぜます。食

感が苦手な場合は、油で揚げてチップスやかき揚げなどカリカリに

仕上げると食べられます。味が苦手な場合には、カレー粉やチーズ、

ケチャップなどを組み合わせます。


