
熱や力になる 血・肉・骨に 体の調子を 夕食に食べてほしいもの

（黄）もの （赤）なるもの （緑）整える エネルギー　・　たんぱく質

ししつ　　　・　食塩相当量

ビビンバ　わかめスープ こめ　むぎ　でんぷん ぶたにく　たまご にんじん　ねぎ　きゅうり くだものるい
こえびのからあげ ごまあぶら　あぶら わかめ　とりにく　とうふ ほうれんそう　もやし ６７１　・　２６．６

1 火 きゅうりのナムル さとう　ごま えび　ぎゅうにゅう たまねぎ　えのきたけ ２５．５　・　２．７
ごはん　なまあげとやさいのにもの こめ　さとう なまあげ　とりにく にんじん　ごぼう　たけのこ いもるい

さんまのてりやき ごまあぶら さんま　ひじき れんこん　さやいんげん ６２９　・　２４・２
2 水 ひじきのサラダ ごま ツナ　ぎゅうにゅう しいたけ　とうもろこし　きゅうり ２２．９　・　１．７

ハヤシライス こめ　むぎ　 ぶたにく　ひよこまめ にんじん　たまねぎ　きゅうり かいそうるい

ツナポパイサラダ じゃがいも　バター チーズ　なまクリーム エリンギ　グリンピース ６４１　・　２３．０
3 木 オレンジ さとう　あぶら ツナ　ぎゅうにゅう トマト　ほうれんそう　オレンジ １９．９　・　２．０

ごはん　どさんこじる こめ　バター　あぶら ぶたにく　とうふ　みそ にんじん　もやし さかなるい

チキンみそカツ こむぎこ　パンこ とりにく　たまご とうもろこし　ねぎ ６５２　・　３２．３
4 金 いかときゅうりのすのもの さとう　ごま いか　わかめ　ぎゅうにゅう きゅうり　たまねぎ １７．２　・　３．２

おやこどん こめ　むぎ とりにく　たまご にんじん　たまねぎ こざかなるい

さつまいもスティック さとう　さつまいも　 のり　いか　あぶらあげ さやいんげん　しいたけ ６８３　・　２８．１
7 月 ちぐさあえ ごま　あぶら ぎゅうにゅう キャベツ　ほうれんそう ２０．５　・　２．１

ごはん　だいこんのみそしる こめ あぶらあげ　みそ だいこん　こまつな ごま・ナッツるい

さばのみそに さとう さば　わかめ　かつおぶし ほうれんそう　もやし ６３３　・　２５．５
8 火 おかかあえ ぎゅうにゅう オレンジ ２２．２　・　３．５

ごはん　ちくぜんに こめ　さとう　あぶら とりにく　 にんじん　しいたけ　たけのこ かいそうるい

いかのさらさあげ ごまあぶら　ごま いか　 ごぼう　れんこん　こまつな ６１５　・　２９．８
9 水 チキンとキャベツのごまサラダ でんぷん　こむぎこ ぎゅうにゅう さやいんげん　キャベツ　もやし １６．９　・　２．２

みそラーメン めん　ごま　さつまいも ぶたにく　みそ にんじん　たまねぎ きのこるい

むらさきいももち ごまあぶら　むらさきいも だいず　ツナ もやし　とうもろこし ６４７　・　２２．６
10 木 だいずとれんこんのサラダ　やきプリンタルト さとう　こむぎこ たまご　ぎゅうにゅう きゅうり　れんこん ２８．６　・　２．７

テーブルロール　クラムチャウダー パン　マカロニ あさり　ベーコン　とうふ　ハム にんじん　たまねぎ さかなるい

とうふナゲット じゃがいも　さとう　でんぷん ひよこまめ　なまクリーム とうもろこし　セロリー ６９１　・　２５．２
11 金 マセドアンサラダ あぶら　こむぎこ たまご　チーズ　ぎゅうにゅう きゅうり　パセリ ３１．４　・　２．８

ひじきごはん　いわしのかばやき こめ ひじき　とりにく　あぶらあげ にんじん　グリンピース まめるい

なっとうあえ　ぎゅうにゅうプリン さとう　あぶら いわし　かつおぶし ほうれんそう ６１２　・　２４．７
14 月 ≪けんみんのひきゅうしょく≫ でんぷん なっとう　ぎゅうにゅう もやし １８．２　・　１．９

カレーライス こめ　むぎ　さとう ぶたにく にんじん　たまねぎ こざかなるい

もやしとウインナーのサラダ じゃがいも　こむぎこ チーズ　ウインナー グリンピース　もやし ６７１　・　２１．４
16 水 メロン バター　あぶら ぎゅうにゅう きゅうり　りんご　メロン ２２．１　・　２．８

こくとうパン　にんじんのクリームスープ パン　パンこ ベーコン　チーズ　とうにゅう にんじん　たまねぎ いもるい

さわらのこうそうパンこやき バター　あぶら しろいんげんまめ　さわら エリンギ　とうもろこし ６５２　・　３０．４
17 木 ブロッコリーとチーズのサラダ こむぎこ なまクリーム　ぎゅうにゅう ブロッコリー　きゅうり ２８．１　・　２．８

ごはん　なまあげのオイスターソースに こめ　じゃがいも　ごま とりにく　なまあげ にんじん　たまねぎ　はくさい くだものるい

ポテトとごぼうのしょうゆマヨあえ あぶら　さとう　マヨネーズ うずらたまご しいたけ　ほうれんそう ６２２　・　１９．９
18 金 ほうれんそうのナムル ごまあぶら　でんぷん ぎゅうにゅう ごぼう　グリンピース　もやし １９．９　・　１．６

コッペパン　チリコンカン パン　じゃがいも ぶたにく　だいず　ハム にんじん　たまねぎ　とうもろこし かいそうるい

やさいコロッケ（ソース） あぶら　パンこ　ごま ベーコン　みそ グリンピース　マッシュルーム　トマト ６２３　・　２３．９
21 月 パリパリサラダ　さくらんぼ さとう　めん ぎゅうにゅう キャベツ　きゅうり　さくらんぼ ２３．７　・　２．８

カレーうどん　ゆかりごはん うどん　こめ　さとう ぶたにく　ちくわ　のり にんじん　たまねぎ きのこるい

ちくわのいそべあげ あぶら　こむぎこ なると　ひじき　わかめ ねぎ　キャベツ ６８０　・　２５．８
22 火 かいそうサラダ ごまあぶら　でんぷん ハム　ぎゅうにゅう きゅうり １６．６　・　３．７

ごはん　にくじゃが こめ ぶたにく　ヨーグルト にんじん　たまねぎ こざかなるい

さけのてりやき あぶら　さとう さけ　のり グリンピース ６３６　・　３０．４
23 水 いそかあえ　ヨーグルト じゃがいも ぎゅうにゅう ほうれんそう　もやし １３．５　・　２．０

むぎごはん　マーボーどうふ こめ　むぎ　あぶら ぶたにく　とうふ　みそ にんじん　しいたけ　たまねぎ さかなるい

しゅうまい さとう　ごまあぶら ハム　たまご　とりにく たけのこ　ねぎ　にら ６９６　・　２８．８
24 木 ちゅうかサラダ でんぷん　ごま　こむぎこ ぎゅうにゅう キャベツ　きゅうり　もやし ２５．６　・　３．２

ごはん　とんじる こめ ぶたにく　とうふ　あぶらあげ　ひじき にんじん　だいこん いもるい

あかうおのあまみそづけ ごまあぶら みそ　しろいんげんまめ　ツナ ごぼう　ねぎ　きゅうり ６０８　・　３０．９
25 金 えだまめとツナのわふうサラダ さとう あかうお　だいず　ぎゅうにゅう えだまめ　とうもろこし １８．１　・　２．１

ミートソーススパゲッティー　わかさぎフリッター スパゲッティー　あぶら ぶたにく　だいず にんじん　たまねぎ　トマト きのこるい

スタミナサラダ　レモンマフィン ごまあぶら　でんぷん わかさぎ　とうにゅう グリンピース　きゅうり ６３４　・　２７．４
28 月 ≪６がつのおたんじょうびおいわいきゅうしょく≫ こむぎこ　さとう　こめこ のり　ぎゅうにゅう もやし　キャベツ　レモン ２３．１　・　２．５

ごはん　ぶたにくのしょうがに こめ　ごま ぶたにく にんじん　たまねぎ こざかなるい

ひとくちやきいも さとう　さつまいも　 とりにく　こんぶ キャベツ ６５７　・　２６．４
29 火 キャベツとしおこんぶのあえもの ごまあぶら ぎゅうにゅう こまつな １６．４　・　１．５

キムチチャーハン　ちゅうかふうコーンスープ こめ　さとう　こむぎこ ぶたにく　たら にんじん　もやし　ごぼう かいそうるい

ふっくらしろみざかなフライ ごまあぶら　ごま たまご　ツナ とうもろこし　たまねぎ ７０２　・　２８．０
30 水 ごぼうサラダ　れいとうみかん でんぷん　パンこ ぎゅうにゅう きゅうり　だいこん　みかん ２２．０　・　３．４

エネルギー たんぱくしつ ししつ しょくえんそうとうりょう
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基　準　栄　養　価 　６５０Ｋｃａｌ ２１．２ｇ～３２．５ｇ １４．５～２１．７ｇ ２．０g未満

令和３年度

６がつのこんだてひょう   

曜日

２６．４ｇ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※　献立の一部を変更することがありますので、ご了承ください。牛乳は毎日つきます。

平　均　栄　養　価 　６５０Ｋｃａｌ

こんだてめい

八千代市立阿蘇小学校

２１．５ｇ　 ２．５g

今月の目標

あとしまつをじょうずにしよう・協力して後始末をしよう・協力して責任をはたそう
(１・２ねんせい) (３．４年生) (５．６年生)
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