
日
曜 主食 汁物 主菜 牛乳 備考

ごはん 小松菜のみそ汁 あじフライ 牛乳

米
たまねぎ　小松菜　にんじん　鶏肉

かつお節  かつおエキス　昆布エキス
あじフライ（あじ　パン粉　小麦粉）

米油
牛乳

たらのスパイス焼き 牛乳

たら　シーズニングスパイス　パン粉
オリーブ油

牛乳

ごはん 八宝菜 春巻き 牛乳

米
豚肉　えび　いか　あさり　にんじん

たまねぎ　はくさい　いんげん　ﾁﾝｹﾞﾝｻｲ
えのき　うずら卵　オイスターソース

春巻き（キャベツ　たまねぎ　にんじん
豚肉　はるさめ　長ねぎ　ひじき　生姜）

米油
牛乳

青菜ごはん 豚汁 ほっけの塩焼き 牛乳

米　青菜ごはんの素　米サラダ油
豚肉　こんにゃく　豆腐　じゃがいも

大根　にんじん　ごぼう　長ねぎ　生姜
かつおエキス　昆布エキス　とうがらし

ほっけ 牛乳

チーズパン クリームシチュー 鶏肉のレモン焼き 牛乳
小麦粉　卵　砂糖　ショートニング
イースト　脱脂粉乳　マーガリン

食塩　チーズ

じゃがいも　たまねぎ　にんじん
ベーコン　えだまめ　小麦粉

バター　牛乳　生クリーム　コンソメ
鶏肉　生姜　レモン汁　パセリ 牛乳

ごはん 酢豚 春雨サラダ 牛乳

米

肉団子（鶏肉　豚肉　たまねぎ　パン粉）　米油
じゃがいも　にんじん　たまねぎ　たけのこ
干ししいたけ　　さやいんげん　ケチャップ

中華スープの素(魚醤を含む）

はるさめ　きゅうり
ささみ水煮　コーン　ごま

牛乳

かぼちゃコロッケ 牛乳
かぼちゃコロッケ（かぼちゃ　パン粉

小麦粉　たまねぎ　乾燥マッシュポテト
植物油脂）米油

牛乳

オレンジデザート 牛乳

オレンジゼリー（みかん果汁）　ナタデココ
パイン（缶）　みかん（缶）

牛乳

ゆかりごはん 大根のみそ汁 さんまの塩焼き 牛乳

米　ゆかり　米サラダ油
大根　カットわかめ　たまねぎ　油揚げ
かつお節　かつおエキス　昆布エキス

さんま 牛乳

たまごパン コーンスープ グリルチキン 牛乳
小麦粉　砂糖　ショートニング　卵
イースト　マーガリン　脱脂粉乳

食塩

じゃがいも　たまねぎ　コーン　しめじ　パセリ
バター　小麦粉　牛乳　コンソメ　生クリーム

鶏肉　にんにく 牛乳

ごはん わかめのみそ汁 生姜焼き 牛乳

米
豆腐　カットわかめ　長ねぎ

かつお節　かつおエキス　昆布エキス
豚肉　生姜　水あめ　ごま 牛乳

大学いも 牛乳

さつまいも　米油　水あめ　ごま 牛乳

ごはん かきたま汁 変わり金平 牛乳

米
にんじん　ほうれん草　えのき　つと

かつお節　卵　かつおエキス
豚肉　ごぼう　にんじん　ちくわ　枝豆

生姜　ごま　ごま油
牛乳

えだまめごはん 豆腐のみそ汁 鮭の焼きづけ 牛乳

米　えだまめ　米サラダ油　かつおエキス
昆布エキス

豆腐　大根　長ねぎ　かつお節
カットわかめ　かつおエキス　昆布エキス

鮭 牛乳

野菜たっぷりポトフ 牛乳

ウインナー　えだまめ　たまねぎ　にんじん
じゃがいも　とりがら　コンソメ

牛乳

ごはん 春雨スープ プルコギ 牛乳

米
春雨　にんじん　白菜

いんげん　ベーコン　とりがら
豚肉　たまねぎ　にんじん　もやし　にら

にんにく　ごま油　トウバンジャン
牛乳

鶏の塩からあげ 牛乳

鶏肉　生姜　にんにく　小麦粉　米油 牛乳

ごはん キャベツのみそ汁 さばのみそ煮 牛乳

米
キャベツ　たまねぎ　にんじん

かつお節　かつおエキス　昆布エキス
さば　生姜 牛乳

チキンライス コンソメスープ たらのムニエル 牛乳
米　鶏ひき肉　たまねぎ　にんじんピーマン
コーン　バター　トマトピューレ　ケチャップ

コンソメ

たまねぎ　セロリー　にんじん
じゃがいも　長ねぎ　コンソメ

たら　小麦粉　バター　レモン 牛乳

バターパン チンゲンサイのクリーム煮 ささみのマスタードフライ 牛乳

小麦粉　卵　砂糖 イースト
脱脂粉乳　食塩　バター

チンゲンサイ　たまねぎ　にんじん
牛乳　バター　小麦粉　コンソメ

生クリーム

鶏ささみ　マスタード　小麦粉　卵　パン粉
米油

牛乳

ごはん 筑前煮 厚焼きたまご 牛乳

米
鶏肉　じゃがいも　こんにゃく　生揚げ

ごぼう　にんじん　たけのこ
かつおエキス　昆布エキス　ごま油

卵 牛乳

きなこポテト 牛乳

じゃがいも　きなこ 牛乳

★　材料の都合で、献立を一部変更する場合がありますのでご了承ください。
★　各献立に入っている調味料や加工品についての微量成分はすべて記入できない場合があります。

ほうれん草のおひたし

ほうれん草　もやし　かつお節

30
火

担々麺 えだまめサラダ

中華めん　豚ひき肉　生姜　にんじん　チンゲン菜　長ねぎ
坦々スープ（豆板醤　魚介エキス　ごま）　ねりごま　ごま油

にんじん　もやし　えだまめ　ハム　ひじき
ごま　ごま油

26
金

コーンサラダ

キャベツ　きゅうり　にんじん
コーン　ツナ

29
月

キャベツのしらすあえ

キャベツ　にんじん　ほうれん草　ちりめん
マヨネーズ

24
水

三色おひたし

小松菜　にんじん　もやし　かつお節

25
木

大豆のサラダ

大豆　ハム　りんご　きゅうり　コーン
アーモンド　マヨネーズ

22
月

切り干し大根のナムル

切り干し大根　にんじん　ほうれん草　ハム
ごま　ごま油　からし　ラー油

23
火

五目あんかけ焼きそば 杏仁豆腐
からあげ

小・中　2個
幼・保　1個

蒸し中華めん　豚肉　いんげん　たけのこ　たまねぎ　にんじん　白菜　干ししいたけ
きくらげ　生姜　にんにく　北京たれ（豚脂　ポークエキス　りんご酢含む）　ごま油

杏仁豆腐（水あめ　練乳　乳製品を含む）
パイン（缶）

19
金

あげパン パスタサラダ
小麦粉　卵　砂糖　イースト

脱脂粉乳　バター　食塩
粉末アーモンド　米油

パスタ　ハム　きゅうり　キャベツ
コーン　にんじん

ドレッシング（ごま油　ごま）

カットわかめ　いか　えび　ほたて
きゅうり　キャベツ　ごま油　りんご酢

17
水

白菜のごまみそあえ

白菜　もやし　にんじん　ごま

18
木

磯あえ

ほうれん草　もやし　焼きのり

15
月

大根サラダ
きゅうり　大根　にんじん　かつお節

ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ（玉ねぎ　チキンエキス　レモン
しいたけ　にんにく　生姜　魚介エキス）

16
火

塩ラーメン シーフードサラダ
中華めん　豚肉　メンマ　もやし　コーン　長ねぎ　生姜　にんにく

カットわかめ　豚骨　ラード　ごま油
塩ラーメンスープ（ポークエキス　チキンエキス　りんご酢含む）

11
木

白菜のおひたし

白菜　もやし　かつお節

12
金

シーザーサラダ
ブロッコリー　にんじん　キャベツ　ハム
ドレッシング（卵　チーズなど乳成分を

含む）

10
水

キーマカレー チーズ（中）

3
水

バンバンジーサラダ

きゅうり　もやし　にんじん　ささみ
生姜　ねりごま　トウバンジャン

4
木

小松菜のごまあえ 歯と口の
健康週間

献立
小松菜　にんじん　もやし　ごま

米　大麦　豚ひき肉　大豆　ピーマン　たまねぎ　にんじん　りんご　にんにく
ケチャップ　ウスターソース　香辛料　コンソメ

小麦粉　バター
チーズ

9
火

きのこうどん ひじきのごまネーズあえ

ゆでうどん　しめじ　鶏肉　にんじん　とりがら　えのきたけ　長ねぎ
かつおエキス　こんぶエキス　とうがらし

ささみ　キャベツ　にんじん　ひじき
マヨネーズ　ごま

5
金

まめまめサラダ

大豆　えだまめ　キャベツ　マヨネーズ
ごま

8
月

冷凍パイン

冷凍パイン

1
月

2
火

きのこクリームスパゲティ キャベツとコーンのサラダ

スパゲティ　オリーブ油　まいたけ　しめじ　ピーマン　たまねぎ　にんじん　コーン
ベーコン  にんにく　粉チーズ　牛乳　生クリーム　コンソメ

№3 ～6月の浦幌産食材～

令和２年６月 豆類　牛乳　じゃがいも

浦幌町立学校給食センター 副菜

キャベツ　コーン　きゅうり

6月 予定献立表

6月 栄養価平均値（基準値）

小学校 エネルギー676kcal（640） たんぱく質26.5g（24） 脂質23.8g（22）

中学校 エネルギー824kcal（820） たんぱく質31.2g（30） 脂質27.7g（27）

６月給食だより 

丈夫な骨をつくる食べ物について 
 

小学生・中学生は骨の成長が著しい時期です。骨をつくるために大切な栄養素はカルシウムで

すが、カルシウムだけでは丈夫な骨はつくれません。カルシウム以外にも骨をつくるために大切

な栄養素がたくさんあります。好き嫌いせずバランスのよい食事をし、丈夫な骨をつくっていき

ましょう。 

 ・たんぱく質～骨の土台になる 

・マグネシウム～骨の成分になってカルシウムが行きわたるように調節する 

・ビタミンＤ～カルシウムの吸収を高める                 

ビタミンＤは、日光を浴びることで体内でも作られます。 

これらの食品をどれか 1種類だけとるのではなく、バランスよくいろいろなものをと

ることが大切です。また、食事だけではなく、適度な運動と十分な睡眠が必要です★ 

牛乳・乳製品 

小松菜などの 

青菜 

小魚 

大豆・大豆製品 

ひじきなどの 

海藻 

給食の牛乳でもカルシウムをとろう！ 

たんぱく質が多い食品 マグネシウムが多い食品 ビタミンＤが多い食品 

魚 肉 

牛乳・乳製品 

大豆・大豆製品 

卵 

魚 

干し椎茸・ 

きくらげ 

などのきのこ 

豆 

アーモンドなどの 

ナッツ 

魚 

海藻 
野菜 

カルシウムが多い食品 


