
黄 赤 緑 エネルギー たんぱく質

主にエネルギーになる 主に体の組織をつくる 主に体の調子を整える (kcal) (ｇ)

わかめ汁 米 油 牛乳 豆腐 人参 もやし
ぎょうざ 麦 ちくわ 豚肉 たまねぎ しいたけ 804.0 27.2
野菜いため 小麦粉 わかめ キャベツ にら
オニオンスープ　 かぼちゃパン さとう 牛乳 かぼちゃ たまねぎ しめじ
魚フライ 油 じゃがいも 鶏肉 ベーコン 人参 コーン 780.0 31.2
ジャーマンポテト ホキ グリンピース にら
中華風卵スープ　 米 油 さとう 牛乳 たまねぎ 人参
とりのからあげ 麦 ごま油 小麦粉 卵 キャベツ しいたけ 870.0 30.7
カシューナッツあえ　 でんぷん カシューナッツ 大豆 鶏肉 しょうが にんにく きゅうり
厚揚げのみそ汁 米 油 牛乳 わかめ しいたけ たまねぎ ねぎ
かみかみあげ 麦 厚揚げ いか 卵 人参 ごぼう 825.0 29.2
青じそドレッシング和え 小麦粉 大豆 もやし きゅうり
ビーフン汁 ミルクパン さとう 牛乳 たまねぎ 人参
あつやきたまご 小麦粉 ビーフン 豚肉 青のり たけのこ えのきたけ ねぎ 844.0 33.8
青のりビーンズ ごま油 卵 大豆 しいたけ ごぼう
豆腐汁 米 油 牛乳 豆腐 人参 たまねぎ
いわしのおかか煮 麦 大豆 ちくわ しいたけ えのきたけ 793.0 32.3
茎わかめのサラダ いわし ハム わかめ ごぼう キャベツ コーン
ポークビーンズ しょくパン さとう 牛乳 きびなご たまねぎ キャベツ 
きびなごカリカリフライ パン粉 マヨネーズ ごま 大豆 いりこ トマト きゅうり 821.0 35.2
かみかみサラダ じゃがいも 油 アーモンド 豚肉 大豆 人参
かきたま汁 米 油 牛乳 ゆかり 人参
大豆とごぼうのメンチカツ 麦 さとう ごま 卵 いか たまねぎ えのきたけ しめじ 842.0 29.9
かみかみきんぴら でんぷん 鶏肉 大豆 しいたけ たけのこ ごぼう
けんちん汁 米 ごま 牛乳 豆腐 人参 ねぎ
さばのしょうが煮 麦 こんにゃく 鶏肉 しいたけ キャベツ 809.0 30.0
のり和え さといも さば のり しめじ きゅうり
コンソメスープ　 黒糖パン さとう 牛乳 人参 たまねぎ
レバーマリアナソース 黒砂糖 鶏肉 ひじき えのきたけ しめじ 745.0 30.1
キャベツとひじきのサラダ じゃがいも 油 アーモンド レバー 大豆 もやし キャベツ
豆腐の中華煮 米 さとう 牛乳 豆腐 人参 たけのこ
千草焼 むぎ ごま油 鶏肉 卵 しいたけ きくらげ 857.0 33.2
中華きゅうり でんぷん 大豆 たまねぎ グリンピース きゅうり

春雨スープ　 丸パン さとう ぎゅうにゅう 人参 たまねぎ
魚のカレーマヨチーズ焼き はるさめ マヨネーズ ぶたにく ホキ たけのこ しいたけ 734.0 32.7
アスパラガスいため ごまあぶら 油 チーズ ベーコン アスパラガス もやし
豚汁 米 油 さといも 鶏肉 ひじき ごぼう きゅうり
バンサンスー 麦 こんにゃく さとう 牛乳 ロースハム 人参 いんげん 774.0 25.0

マロニー ごま ごま油 豚肉 厚揚げ しいたけ たまねぎ 
いちょうば汁 米 さとう 牛乳 大豆 人参 ごぼう しめじ
チンジャオロース 麦 じゃがいも 鶏肉 しいたけ ピーマン トマト 757.0 29.9
ミニトマト ごまあぶら でんぷん 油 豚肉 たけのこ たまねぎ にんにく しょうが 

ペペロンチーノ ココアパン さとう 牛乳 人参 しめじ コーン
トマトオムレツ 油 アーモンド ベーコン 豚肉 エリンギ たまねぎ にんにく 838.0 35.7
アスパラサラダ スパゲッティ 卵 ハム アスパラガス きゅうり 
五目汁 米 さとう 牛乳 かまぼこ 人参 ごぼう
とりの照り焼き 麦 こんにゃく 鶏肉 わかめ しいたけ ねぎ キャベツ 809.0 32.4
和風サラダ じゃがいも 厚揚げ コーン 
具だくさんスープ しょくパン 油 牛乳 たまねぎ 人参
魚の甘酢あんかけ ごま油 鶏肉 キャベツ きくらげ えのきたけ 872.0 32.7
和風ドレッシング和え でんぷん さとう 大豆 ホキ しいたけ きゅうり もやし
ごまネーズあえ 米 ごま 牛乳 しょうが たまねぎ しめじ
福神漬 麦 じゃがいも 牛肉 ちくわ 人参 キャベツ 903.0 25.6

大豆 グリンピース もやし 福神漬
なめこのみそ汁 米 ごま 牛乳 とうふ なめこ 人参 だいこん
いわしの梅煮 麦 油揚げ えのきたけ たまねぎ ねぎ 779.0 31.4
香味和え いわし きゅうり キャベツ もやし
ベーコンじゃがスープ コッペパン さとう 牛乳 たまねぎ ほうれん草 しょうが

豆腐のミートグラタン じゃがいも ベーコン 鶏肉 大豆 人参 にんにく 甘夏みかん 807.0 32.3
甘夏サラダ 油 オリーブ油 チーズ マッシュルーム キャベツ きゅうり

のっぺい汁 米 さとう 牛乳 人参 ごぼう
さばのごまみそ煮 麦 こんにゃく 鶏肉 わかめ ねぎ きゅうり 831.0 29.2
きゅうりの酢の物 さといも ごま 厚揚げ さば もやし
八宝菜 ひのくにパン さとう 牛乳 キャベツ 人参 ほうれん草
シュウマイ ごま でんぷん 豚肉 いか もやし たまねぎ ねぎ 826.0 38.5
ナムル　 ごま油 かまぼこ うずらのたまご たけのこ きくらげ しいたけ 

令和４年度　６月　献立予定表

主　な　材　料 栄 養 量

６月４日～１０日までは「歯と口の健康習慣」です！

歯と口の健康を守るために、食べ物や食べ方に気を付ける

ことは大切です。いろいろなものをバランスよく食べ、よく

かんで食べることも歯の健康につながります。

よくかんで食べると、むし歯予防、集中力アップ、食事を

味わえるなどとよいことがたくさんあります。

火 ミルクパン

8 水 麦ごはん

9 木 食パン

10 金 ゆかりごはん

給食では、６月６日(月)～１０日(金)を『かみかみ献立』に

しています。よくかむことを意識して食べましょう！

日 曜 主食 牛乳 おかず

1 水 麦ごはん

2 木 かぼちゃパン

3 金 麦ごはん

6 月 麦ごはん

7

13 月 麦ごはん

14 火 黒糖パン

15 水 麦ごはん

16 木 丸パン

17 金 ひじきごはん

20 月 麦ごはん

21 火 ココアパン

22 水 麦ごはん

23 木 食パン

29 水 麦ごはん

30 木 ひのくにパン

24 金 カレーライス

27 月 麦ごはん

28 火 コッペパン

新和学校給食センター 

ふるさとくまさんデー 
(上益城地区) 

６日～１０日 
かみかみ献立 


