
○食育月間
・平成17年に食育基本法が

　制定されました。毎月19日

　は「食育の日」、そして6月

　は「食育月間」となってい

※ ※ ※ ※ ※ 　ます。生きる上での基本で

　ある「食」にさらに興味を

　持っていただけるように

　献立作成に取り組みたいと

エネルギー kcal エネルギー408 kcal エネルギー406 kcal エネルギー294 kcal エネルギー272 kcal 　思っています。この機会に

g　　脂質 ｇ 19.3 g　　脂質 20.9 ｇ 17 g　　脂質 18.4 ｇ 18.1 g　　脂質 17.5 ｇ 16.8 g　　脂質 10.2 ｇ 　ご家庭でも話し合ってみて

卵 乳 小麦 卵 乳 小麦 卵 乳 小麦 エビ 卵 乳 小麦 卵 乳 小麦 　はいかがでしょうか。

○4日～１０日
「歯と口の
　　　健康週間」
・健康で丈夫な歯を作るため

※ ※ ※ ※ 　には、歯を作る材料となる

　カルシウムをしっかりとる

　ことと、よく「かむ」こと

　が大切です。よくかんで

エネルギー359 kcal エネルギー222 kcal エネルギー144 kcal エネルギー kcal エネルギー408 kcal 　食べると、、、

22.4 g　　脂質 21.5 ｇ 13.9 g　　脂質 6.9 ｇ 17.2 g　　脂質 4.7 ｇ g　　脂質 ｇ 17.9 g　　脂質 22.8 ｇ 　●肥満を予防する

卵 乳 小麦 卵 乳 小麦 卵 乳 小麦 カニ 卵 乳 小麦 卵 乳 小麦 　●虫歯を予防する

　●消化・吸収をよくする

　●脳の働きをよくする

　などの効果があります。

　献立にもかみごたえのある

　食品を取り入れていますの

※ ※ ※ ※ 　で、残さず食べて丈夫な

※ 　歯を目指しましょう。

○カルシウムの
エネルギー353 kcal エネルギー248 kcal エネルギー280 kcal エネルギー285 kcal エネルギー485 kcal 　　　主な働き

19.4 g　　脂質 17.5 ｇ 10.5 g　　脂質 12.8 ｇ 17.2 g　　脂質 15.3 ｇ 17 g　　脂質 16.6 ｇ 12 g　　脂質 22.5 ｇ ・骨や歯をつくり、丈夫に

卵 乳 小麦 卵 乳 小麦 卵 乳 小麦 卵 乳 小麦 卵 乳 小麦 　する、筋肉の働きを保つ、

　イライラを抑える。

　カルシウムと一緒にたん

　ぱく質を摂り、日光にあ

※ 　たって、運動することに

　より、体内での吸収が高

※ ※ ※ 　まります。

エネルギー kcal エネルギー329 kcal エネルギー309 kcal エネルギー201 kcal エネルギー270 kcal

g　　脂質 ｇ 17.6 g　　脂質 19.2 ｇ 21.6 g　　脂質 12.6 ｇ 11 g　　脂質 8 ｇ 24.2 g　　脂質 14.2 ｇ

卵 乳 小麦 卵 乳 小麦 卵 乳 小麦 卵 乳 小麦 卵 乳 小麦

※ ※

エネルギー307 kcal エネルギー499 kcal エネルギー259 kcal

18.4 g　　脂質 19.7 ｇ 16.9 g　　脂質 3.1 ｇ 14.1 g　　脂質 2.4 ｇ

卵 乳 小麦 卵 乳 小麦 卵 乳 小麦 エビ

月 火 水 木 金 一口メモ
1 1 2 3 4
ご飯 ご飯 ご飯 ご飯 ご飯

Ａ定食
目玉焼き
ハンバーグ

エビフライ
イカフライ

鶏の唐揚げ
チリソース

肉じゃが

きんぴらごぼう ミートボール ミートオムレツ たけのこ焼売
クラムチャウダー じゃがいもの味噌汁 中華スープ 酢の物

たんぱく質 たんぱく質 たんぱく質 たんぱく質 たんぱく質

アレルギー アレルギー アレルギー アレルギー アレルギー

7 8 9 10 11
ご飯 ご飯 ご飯 ご飯

チキンステーキ 焼餃子
ホキの

マスタードソース 　定期考査 たれかつ

大葉春巻き シーザーサラダ バンバンジーサラダ きんぴら
高野豆腐の味噌汁 オクラスープ たけのこスープ ミネストローネ

たんぱく質 たんぱく質 たんぱく質 たんぱく質 たんぱく質

アレルギー アレルギー アレルギー アレルギー アレルギー

14 15 16 17 18
ご飯 ご飯 ご飯 ご飯 黒糖パン・マーガリン

鶏天 ツナマヨコロッケ 豆腐ハンバーグ ししゃもフライ カレー春巻き

ちぎり揚げの煮物 海苔酢和え 小松菜おひたし 焼売 マカロニサラダ
野菜スープ 筑前煮 ハッシュドポーク 醤油フレンチ トマトスープ

たんぱく質 たんぱく質 たんぱく質 たんぱく質 たんぱく質

アレルギー アレルギー アレルギー アレルギー アレルギー

21 22 23 24 25
ご飯 ご飯 ご飯 わかめご飯

上越地区各種大会
肉団子の

ケチャップ和え
とんかつ玉子とじ風 カレー 鯖塩焼き

チンゲン菜のおかか和え ツナサラダ 白身フライ かぼちゃサラダ
キムチ汁 根菜の味噌汁 菜の花サラダ のっぺい汁

たんぱく質 たんぱく質 たんぱく質 たんぱく質 たんぱく質

アレルギー アレルギー アレルギー アレルギー アレルギー

28 29 30
ご飯 ソフト麺 ご飯

オクラのサラダ ハムカツ えび磯辺揚げ

たんぱく質 たんぱく質 たんぱく質

山菜スープ 酢の物 切干大根の味噌汁

厚揚げのうま煮

アレルギー アレルギー アレルギー

チキン南蛮
ミートソース
スパゲティ

おろしポン酢
ハンバーグ

2021

６月

≪ご飯 220g≫
エネルギー 370kcal
たんぱく質 13.4ｇ
脂質 2ｇ

≪牛乳 200ml≫
エネルギー 138kcal
たんぱく質 6.8ｇ
脂質 7.8ｇ

牛乳は
毎日付きます！

が含まれていません。

栄養表示には

あたたかい汁ものを提供します！
← このマークは、

盛付けがあります。

（※印を盛付けます）
← スプーンが付きます。

◎「食べることの大切さ」について考える月です！
・できるだけ家族そろって食卓をかこんでいますか？
・食事のあいさつを気持ちを込めてしていますか？

・3食、好き嫌いしないでしっかり食べていますか？

・お店で食品を買うときは、できるだけ棚の前のほう

からとっていますか？

■献立は、仕入れの都合等により 変更になる場合がございますが、
ご了承ください。 ■写真はイメージです。
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※使用食材（アレルギー食材）　※牛乳は毎日付きます

体をつくる 熱や力となる 体の調子を整える その他

1日
(火)

目玉焼きハンバーグ きんぴら
ごぼう クラムチャウダー

あさり さつま揚げ ハン
バーグ 牛乳 青のり 目
玉焼き

じゃがいも フライドポテ
ト 上白糖 白滝

ごぼう ブロッコリー 玉ね
ぎ 人参

クリームシチューフレー
ク コンソメ ビーフシ
チューフレーク みりん
塩 醤油

2日
(水)

エビフライ・イカフライ 肉団子
じゃがいもの味噌汁

イカフライ エビフライ
ミートボール 油揚げ

じゃがいも タルタルソー
ス 油

人参 長ネギ 味噌

3日
(木)

鶏の唐揚げチリソース ミート
オムレツ 中華スープ

カットわかめ ベーコン
ミートオムレツ 鶏竜田揚
げ

ごま油 油 コーン もやし 人参 長ネ
ギ

こしょう チリソース 塩 中
華味

4日
(金)

酢の物 たけのこ焼売 肉じゃ
が

かまぼこ わかめ 焼売
豚小間

じゃがいも 上白糖 白滝 グリンピース みかん 玉
ねぎ 人参

みりん 塩 穀物酢 醤油

7日
(月)

チキンステーキ 大葉春巻き
高野豆腐の味噌汁

チキンステーキ 高野豆
腐 大葉春巻き

フライドポテト 油 人参 長ネギ 味噌

8日
(火)

焼餃子 シーザーサラダ オク
ラスープ

いか団子 炒り卵 ベーコ
ン 餃子

シーザードレッシング オクラ ブロッコリー 人参
長ネギ

醤油 料理酒

9日
(水)

ホキのマスタードソース バン
バンジーサラダ たけのこスー
プ

かにかま ホキ わかめ
蒸し鶏

ごま油 バンバンジード
レッシング

たけのこ もやし 小松菜
人参 長ネギ

クリームシチューフレー
ク こしょう 塩 醤油 中華
味 粒マスタード 料理酒

11日
(金)

たれかつ きんぴら ミネスト
ローネ

トンカツ ベーコン 大豆
水煮

シェルマカロニ じゃがい
も 上白糖 油

キャベツ トマト缶 玉ね
ぎ 人参

きんぴら ケチャップ コン
ソメ みりん 醤油

14日
(月)

鶏天 ちぎり揚げの煮物 野菜
スープ プリン

ソーセージ ちぎり揚げき
んぴら 鶏天

プリン 上白糖 油 キャベツ ブロッコリー 玉
ねぎ 人参

こしょう コンソメ みりん
塩 醤油 天つゆ

15日
(火)

ツナマヨコロッケ 海苔酢和え
筑前煮

ツナマヨコロッケ 鶏もも
小間 刻み海苔

こんにゃく 上白糖 油 キャベツ ごぼう たけの
こ ほうれん草 れんこん
人参 人参

みりん 穀物酢 醤油

16日
(水)

豆腐ハンバーグ 小松菜おひ
たし ハッシュドポーク

焼売 豚小間 マッシュルーム 玉ねぎ
小松菜おひたし

ハヤシフレーク

17日
(木)

ししゃもフライ 焼売 醤油フレ
ンチ 厚揚げのうま煮

ししゃも シューマイ ベー
コン 玉子 厚揚げ

ごま油 キャベツ コーン ブロッコ
リー 玉ねぎ 人参 椎茸
白菜

こしょう 塩 醤油 酢 料理
酒

18日
(金)

黒糖パン マーガリン カレー春
巻き マカロニサラダ トマト
スープ

カレー春巻き ベーコン じゃがいも マーガリン マ
ヨネーズ 黒糖パン 油

トマト缶 マッシュルーム
玉ねぎ

ケチャップ コンソメ

22日
(火)

肉団子のケチャップ和え チン
ゲン菜のおかか和え 豚キム
チ汁

ミートボール 花かつお
豚小間

上白糖 片栗粉 油 チンゲン菜 玉ねぎ 人参
長ネギ 白菜

キムチの素 ケチャップ
穀物酢 醤油

23日
(水)

とんかつ玉子とじ風 ツナサラ
ダ 根菜の味噌汁

ツナフレーク トンカツ わ
かめ 油揚げ 卵

上白糖 油 和風ドレッシ
ング

ごぼう ブロッコリー 玉ね
ぎ 人参 大根

みりん 醤油 味噌

24日
(木)

カレー ミニ白身フライ 菜の花
サラダ

錦糸卵 豚小間 白身魚
フライ

じゃがいも フレンチド
レッシング 油

玉ねぎ 菜の花 人参 人
参

カレー粉 ジャワカレーフ
レーク バーモントカレー
フレーク

25日
(金)

わかめごはん 鯖塩焼き かぼ
ちゃサラダ のっぺい汁

さば 鶏もも小間 混ぜ込
みわかめ 竹輪

こんにゃく 片栗粉 里芋 ごぼう ほうれん草 人参
大根

パンプキンサラダ 塩 醤
油 料理酒

28日
(月)

チキン南蛮 オクラのサラダ 山
菜スープ

かまぼこ ひじき 鶏竜田
揚げ 油揚げ

タルタルソース 青じそド
レッシング 油

オクラ 人参 長ネギ 味
付山菜

こしょう 塩 鶏ガラスープ
醤油

29日
(火)

ミートソーススパゲティ ハムカ
ツ 酢の物

かまぼこ ハムカツ わか
め 豚ひき肉

ソフト麺 上白糖 油 キャベツ みかん 玉ねぎ
人参

ケチャップ ミートソース
缶詰 塩 穀物酢 中濃
ソース

30日
(水)

おろしポン酢ハンバーグ えび
磯辺揚げ 切干大根の味噌汁

えび磯辺揚げ ハンバー
グ 青のり 油揚げ

マカロニ 人参 切干大根 長ネギ ポン酢 味噌

日
(曜

献　立　名
使用食品

平均栄養価　　　　　ｴﾈﾙｷﾞｰ 317kcal     たんぱく質 17.1g     脂質 15.3g     食塩 2.6g     

2021

月 ≪材料表≫６


