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とうふ たまご たまねぎ コーン こめ きょうかまい
ぎゅうにゅう みそ さやいんげん にんじん パンこ さつまいも
しらすぼし わかめ こまつな もやし さとう
あぶらあげ とりにく レモン かぶ
ぎゅうにゅう ほっけ キャベツ きゅうり パン ジャム
たまご ボンレスハム ホールコーン ほんしめじ こむぎこ パンこ
ベーコン にんじん たまねぎ サラダゆ さとう

こまつな はくさい マカロニ
ひじき とりにく ごぼう しいたけ こめ きょうかまい
あぶらあげ ぎゅうにゅう にんじん ほうれんそう さとう サラダゆ
たまご こうやとうふ はくさい キャベツ さといも
ツナ ぶたにく もやし だいこん
ぶたにく しろみそ れんこん ごぼう こめ きょうかまい
ぎゅうにゅう とりにく にんじん きくらげ サラダゆ さんおんとう
とうふ なまクリ－ム しいたけ ねぎ でんぷん しろごま

チンゲンツァイ たけのこ はるさめ さつまいも
ぎゅうにゅう ぶたにく なす たけのこ こめ きょうかまい
だいず なまあげ たまねぎ にんじん おおむぎ さとう
あかみそ きなこ ねぎ しいたけ でんぷん しろごま

グリンピース しょうが さつまいも なたねあぶら
ぎゅうにゅう ししゃも だいこん にんじん こめ きょうかまい
しろみそ あかみそ ねぎ ごぼう でんぷん なたねあぶら
ぶたにく きゅうり キャベツ さとう しろごま

ﾐﾆﾄﾏﾄ さつまいも しろすりごま
チーズ ぎゅうにゅう にんにく ちりめん パン マヨネーズ　
ベーコン ぶたにく たまねぎ にんじん じゃがいも さんおんとう
だいず ツナ トマト トマトピューレ さとう サラダゆ

グリンピース キャベツ クールゼリー
ぎゅうにゅう だいず ちりめん しょうが こめ きょうかまい
なまあげ ぶたにく ねぎ しいたけ おおむぎ でんぷん
うずらたまご しろみそ たけのこ にんじん さつまいも なたねあぶら
いか わかめ キャベツ こまつな しろごま さとう
ぎゅうにゅう なっとう しょうが たまねぎ こめ きょうかまい
まいわし あじ ねぎ しそ パンこ さんおんとう
とりにく レバ－そぼろ もやし にんじん しろごま サラダゆ
しろみそ たまご きゅうり なめこ さとう
ぎゅうにゅう とうふ たまねぎ にんじん こめ きょうかまい
とりにく たまご しいたけ はくさい さとう サラダゆ
かつおぶし あぶらあげ もやし こまつな さといも
みそ ヨーグルト ほんしめじ ごぼう
ぎゅうにゅう とりにく うめびしお れんこん こめ きょうかまい
あかみそ ぶたにく ごぼう にんじん さんおんとう さとう
さつまあげ きんときまめ しいたけ えのきたけ サラダゆ しろごま
とうふ たまご ねぎ こまつな でんぷん
ぎゅうにゅう たまご たまねぎ にんじん こめ きょうかまい
とりにく ボンレスハム もやし きゅうり じゃがいも サラダゆ
くらげ ぶたにく ホールコーン ぜんまい はるさめ しろごま
とうふ みそ えのきたけ ねぎ さとう
ウィンナー きんときまめ にんにく たまねぎ パン サラダゆ
ぶたにく チーズ ほうれんそう にんじん さとう じゃがいも
ぎゅうにゅう ロースハム キャベツ もやし バタ― こむぎこ
とりにく ベーコン きゅうり ほんしめじ
ぎゅうにゅう ぶたにく にんじん たまねぎ こめ きょうかまい
わかめ ひじき にんにく しょうが おおむぎ じゃがいも

きゅうり もやし サラダゆ こめこ
キャベツ ホールコーン さとう しろごま

ぎゅうにゅう ぶたにく しょうが にんじん こめ きょうかまい
ツナ チーズ きゅうり たまねぎ じゃがいも サラダゆ
あぶらあげ とうふ もやし さとう
わかめ みそ
ぎゅうにゅう ぶたにく にんじん はくさい こめ きょうかまい
やきとうふ かつおぶし ねぎ えのきたけ サラダゆ さんおんとう
とりにく しいたけ ほうれんそう さとう

キャベツ もやし
ぎゅうにゅう ぶたにく たまねぎ さやいんげん こめ きょうかまい
レバ－ とうふ あかピーマン ほうれんそう サラダゆ パンこ
たまご ツナ キャベツ えのきたけ さんおんとう でんぷん
しろみそ あかみそ にんじん さとう しろごま
わかめ ぎゅうにゅう きりぼしだいこん きゅうり こめ きょうかまい
さわら くきわかめ にんじん ほんしめじ しろごま さとう
ロースハム とりにく しいたけ だいこん サラダゆ さつまいも
あぶらあげ あかみそ こまつな ごぼう
ぎゅうにゅう 大豆 にんじん たまねぎ パン アップルハニー

ぶたにく レバ－そぼろ キャベツ きゅうり じゃがいも なたねあぶら
うずらたまご たまご ホールコーン みかん こむぎこ しろすりごま

パインかん おうとう パンこ しろごま
ぎゅうにゅう さば しょうが かぼちゃ こめ きょうかまい
あかみそ とうふ にんじん もやし さとう しろごま
なると えのきたけ こまつな

656Kcal （20.9g）
(26.5ｇ) 28.7%
16.2% 2.50

＊ ＊歯と口の健康週間で太字はカミカミ 650Kcal 20～30%
献立になっています。 13～20％ 2g未満

＊ ６/１４(火）は、千産千消献立です。
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ごはん　ぎゅうにゅう
とうふいりわふうハンバーグ
ツナごまサラダ　みそしる

583 15.1

25.1 2.19

24 (金)
ごはん　ぎゅうにゅう　にくどうふ
おひたし　かぼちゃのそぼろに

643

23.0

19.0 2.96

27.9

(木)
ごはん　ぎゅうにゅう　ぶたにくのしょうがやき
マセドアンポテトサラダ　みそしる

629 23.3

24.5 2.45

29 (水)
しょくパン　アップルハニー　ぎゅうにゅう
だいずいりカレーコロッケ　コールスローサラダ
フルーツポンチ 19.6

＜今月の給食目標＞　

22 (水)
むぎごはん　ぎゅうにゅう　かいぐんカレー
かいそうサラダ　こんさいチップス

23

28

21 (火)
チリドック　ぎゅうにゅう
わふうドレッシングサラダ　ホワイトシチュー

わかめごはん　ぎゅうにゅう　さわらのてりやき
きりぼしだいこんのサラダ　さつまじる

27 (月)

ごはん　ぎゅうにゅう　ぶたにくのうめみそやき
きんぴら　にまめ　むらくもじる

ごはん　ぎゅうにゅう　ポテトオムレツ
はるさめサラダ　さんさいみそしる　オレンジ

20

むぎごはん　ぎゅうにゅう　ぎすけあげ
なまあげのちゅうかに
きゅうりといかのすのもの
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(金)
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27.0

686

694
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(火)
ごはん　ぎゅうにゅう　なっとう　さんがやき
さんしょくあえ　とうふとなめこのみそしる

664

ごはん　ぎゅうにゅう　ぎせいどうふ　おかかあえ
ぐだくさんみそしる　ヨーグルト

690

31.8
(木)

(月)

(水)
ごはん　ぎゅうにゅう　ししゃものごまずだれ
ごましゃぶサラダ　ミニトマト
こんさいのみそしる

619

21.3

じゃこじゃこマヨトースト　ぎゅうにゅう
ぶたにくとだいずのトマトシチュー
ツナサラダ　ミルクゼリーキャロットソースかけ

712

29.2

6

7 (火)
むぎごはん　ぎゅうにゅう　マーボーナス
もやしナム　あべかわいも　こざかなアーモンド

カミカミどん　ぎゅうにゅう　サンラータン
キャラメルポテト　ちゅうかきゅうり

(月)

8

9

(火)

1 (水)

(木)

(木)

(金)

10

14

2

3

コッペパン　いちごジャム　ぎゅうにゅう
さかなのフライ　きゃべつサラダ　ABCスープ

(金)
ひじきごはん　ぎゅうにゅう　ちぐさやき
ゆかりあえ　とんじる　かわちばんかん

ごはん　ぎゅうにゅう　わふうミートローフ
しらすあえ　さつまいものレモンに　みそしる
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645

23.8
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28.8

お　　も　　な　　ざ　　い　　り　　ょ　　うｶﾛﾘｰ
(kcal)
ﾀﾝﾊﾟｸ(g)

こ　　ん　　だ　　て　　め　　い日　付
からだをつくるもとになる からだのちょうしをととのえる

脂質（ｇ）
塩分相当
量（ｇ） ねつやちからになる

3.43

23.5

2.25

22.8

2.24

18.7

2.38

27.1

2.85

22.7

2.12

22.3

基準値

ごはん　ぎゅうにゅう　さばのみそに
かぼちゃのふくめに　にんじんナムル
すましじる

平均栄養価

21.4

2.46

2.42

2.3.3

2.23

15.5

よくかんで食べよう

30 (木)

18.4

2.19

24.5

15.8

3.13

2.58

2.85

※献立は都合により変更となる場合があり
ます。御了承ください。

～ お知らせ
第１回目の振り替え日は、６月３０日（木）になります。月末は残
高不足とならないよう、入金確認をお願いします。

１・２・３年生（１食￥２８０）・・・・￥５，３２０

４・５年生（１食￥３３０）・・・・￥６，２７０

６年生（１食￥３３０）・・・・￥５，９４０


