
6月

日 血や肉になるもの 働く力になるもの 体の調子を整えるもの たんぱく質 脂　質

赤色の食品 黄色の食品 緑色の食品 カルシウム 塩　分

1 ごはん ぶたにく　とりにく こめ　ごまあぶら　トック ねぎ　たけのこ　しいたけ　たまねぎ

火 ぶたにくのしょうがやき にぼし ごま　さとう　マヨネーズ チンゲンサイ　こまつな　キャベツ　コーン 21.8g 19.5g

トックいりスープ ぎゅうにゅう にんじん　ほうれんそう　もやし　しょうが 317mg 1.7g

2 まっちゃきなこあげパン きなこ　ぶたにく　 パン　あぶら　さとう　じゃがいも にんにく　トマト　

水 ポークビーンズ だいず　チーズ　 マカロニ　なまクリーム にんじん　たまねぎ　キャベツ　　 17.9g 24.0g

マカロニサラダ ぎゅうにゅう マヨネーズ　しろはなまめ コーン　きゅうり　オレンジ 276mg 1.4g

3 ごはん とりにく　ぶたにく　 こめ　マヨネーズ にんじん　たまねぎ　はくさい　もやし

木 とりにくうめマヨやき エビボール　ベーコン マロニー　あぶら しいたけ　こまつな　キャベツ　コーン 20.5g 18.0g

エビボールスープ ぎゅうにゅう でんぷん きくらげ　ピーマン　あかピーマン　うめ 270mg 1.7g

4 ごはん ししゃも　たまご　なまあげ　するめ こめ　こめこ　ごま　あぶら にんじん　だいこん　えのき

金 ししゃもこうみあげ えいようだし　ぶたにく　くきわかめ さとう　おさつスティック キャベツ　こまつな　ごぼう　れんこん 19.5g 14.7g

なまあげのみそしる おしゃべりみそ　みそ　ぎゅうにゅう ねぎ　しいたけ　いんげん 339mg 1.3g

7 げんまいいりごはん ぶたにく　あぶらあげ こめ　はつがげんまい ごぼう　しらたき　たまねぎ　

月 ゆでらっかせい ちりめんじゃこ らっかせい　さとう えのき　グリンピース　こまつな　 23.3g 19.2g

ぶたどんのぐ ぎゅうにゅう にんじん　しめじ 309mg 1.4g

8 ごはん ぶたにく　 こめ　あぶら　さとう にんじん　もやし　はくさい　しいたけ

火 やさいチヂミ ワンタン やさいチヂミ　でんぷん こまつな　ねぎ　しょうが 　にんにく 16.2g 15.6g

ワンタンスープ ぎゅうにゅう ごまあぶら　ごま れんこん　たまねぎ　あかピーマン　にら 261mg 1.5g

9 ごはん キャベツメンチ　あぶらあげ こめ　あぶら　 なめこ　こまつな　

水 キャベツメンチ とうふ　みそ　わかめ じゃがいも　さとう　ごま にんじん　ねぎ 18.4g 19.5g

なめこのみそしる さつまあげ　ぎゅうにゅう しいたけ　だいこん 467mg 1.8g

10 ごはん さけ　たまご　ぶたにく　 こめ　ごまあぶら　さとう しょうが　ねぎ　にんじん　たまねぎ

木 さけのてりやき なまあげ　みそ　 ごま　でんぷん　あぶら しいたけ　はくさい　にら　こまつな 23.9g 18.2g

かきたまじる ぎゅうにゅう ぶどうゼリー しめじ　ピーマン　あかピーマン 269mg 1.6g

11 ちゅうかめん ぶたにく　　 ちゅうかめん　でんぷん しょうが　にんにく　しいたけ　たけのこ

金 ジャージャーめんスープ だいず　みそ パイきじ　ごまあぶら　さとう　 にんじん　たまねぎ　にら　ねぎ 20.4g 11.5g

ジャージャーめんのぐ ジョア キャラメルクリーム キャベツ　もやし　きゅうり　 247mg 2.0g

14 ごはん いわしごまフライ　　えいようだし こめ　　じゃがいも だいこん　ごぼう　こんにゃく

月 いわしごまフライ ぶたにく　とうふ　あぶらあげ らっかせい　さとう こまつな　にんじん　ほうれんそう 20.1g 18.5g

おしゃべりとんじる みそ　おしゃべりみそ　ぎゅうにゅう あぶら　ばくがゼリー ねぎ　もやし　あかピーマン 444mg 1.2g

16 テーブルロールパン だいず　ぶたにく　ぎゅうにく　 パン　さとう　パンこ　ごま しょうが　たまねぎ　マッシュルーム　えだまめ

水 ハンバーグ スキムミルク　たまご　ベーコン　 あぶら　じゃがいも　ごまあぶら にんじん　コーン　パセリ　キャベツ　 24.5g 21.9g

コーンスープ ひじき　ツナ　ぎゅうにゅう コーンポタージュ　ドレッシング　 もやし　きゅうり　あかピーマン　 レモン　りんご 374mg 1.8g

17 ごはん いか　とうふ　わかめ　 こめ　でんぷん あぶら ねぎ　にんじん　だいこん　たまねぎ

木 いかなんばんづけ ぶたにく　 さとう　ごまあぶら　ごま しいたけ　もやし　きくらげ　にんにく 22.9g 17.7g

わかめスープ ぎゅうにゅう しょうが　あかピーマン　にら　たけのこ 291mg 1.8g

18 キラリもちむぎごはん ぶたにく　うずらたまご　 こめ　キラリもちむぎ しょうが　にんにく　たまねぎ　にんじん

金 エッグカレー スキムミルク　ベーコン あぶら　じゃがいも　 いんげん　コーン　しめじ 18.7g 17.0g

いんげんソテー ぎゅうにゅう カレールウ　バター　 あかピーマン　りんご 292mg 1.4g

21 ごはん とりにく　ぶたにく　　みそ こめ　でんぷん あぶら しょうが　にんにく　にんじん　

月 とりからあげ ひじき　さつまあげ じゃがいも　さとう たまねぎ　コーン　こまつな　えだまめ　 21.7g 9.9g

どさんこじる ジョア ごまあぶら　ごま れんこん　こんにゃく　ごぼう 703mg 1.6g

22 ごはん あじあげに　とうふ　なると こめ　あぶら　じゃがいも だいこん　しめじ　こまつな　

火 あじあげに ぶたにく　なまあげ　 さとう ねぎ　にんじん　たまねぎ　 22.2g 14.3g

すましじる ぎゅうにゅう ウエハース しいたけ　こんにゃく　いんげん 602mg 1.5g

23 はいがパン しろみざかなフライ パン　あぶら　じゃがいも キャベツ　にんじん　きゅうり　トマト

水 しろみざかなフライ ベーコン　にくだんご オリーブゆ　ドレッシング コーン　パプリカ　にんにく 18.1g 20.9g

トマトゥンスープ（にくだんごいりトマトスープ） ぎゅうにゅう タルタルソース セロリー　たまねぎ　パセリ 280mg 2.1g

24 キラリもちむぎごはん ぶたにく　 こめ　キラリもちむぎ　 にんにく　しょうが　しいたけ　にんじん　

木 マーボーどうふ とうふ　とりにく ごまあぶら　さとう　あぶら たけのこ　にら　ねぎ　キャベツ 17.0g 12.5g

バンバンジー ぎゅうにゅう でんぷん　ドレッシング たまねぎ　きゅうり　あかピーマン　パイン 368mg 1.4g

25 ひやしうどん こえびのかきあげ うどん　 とうもろこし　しいたけ　えのき　

金 とうもろこし ヨーグルト　えいようだし ナタデココ　さとう にんじん　ねぎ 18.0g 10.1g

ひやしうどんじる ぎゅうにゅう ゼリー パイン　みかん　おうとう 280mg 1.8g

28 ごはん ぶたにく　 こめ　あぶら　ハヤシルウ にんにく　にんじん　マッシュルーム　

月 ポークハヤシ ベーコン　 デミソース　なまクリーム たまねぎ　しめじ　コーン　ピーマン 18.2g 17.3g

ジャーマンポテト ぎゅうにゅう バター　じゃがいも トマト　あかピーマン　メロン 234mg 1.4g

29 ごはん とりにく　あぶらあげ こめ　ごまあぶら にんじん　たまねぎ　なす　

火 とりにくマスタードやき とうふ　ぶたにく ごま　さとう　でんぷん かぼちゃ　こまつな　キャベツ　 21.4g 17.0g

なつやさいのみそしる なまあげ　みそ　 アセロラミルクゼリー しょうが　もやし　ねぎ　ピーマン　 417mg 1.7g

30 ミルクロールパン ベーコン　たまご パン　やさいコロッケ たまねぎ　コーン　トマト　ほうれんそう

水 やさいコロッケ チーズ あぶら　パン ブロッコリー　キャベツ　きゅうり 17.5g 22.2g

イタリアンスープ ぎゅうにゅう オリーブゆ　ドレッシング にんじん　あかピーマン 276mg 1.9g

基準栄養量 エネルギー　  490kcal ＊材料の都合により　 エネルギー 498kcal

たんぱく質 　　15～24g 献立を変更することがあります。 たんぱく質 20.1g

脂　　質　　   10～16g 脂　　質 17.1g

カルシウム　　  290mg カルシウム 353mg

塩　　分　  　   1.5g 塩　　分 1.6g

504kcal

どさんこは「北海道で生まれたもの」とい
う意味の言葉です。北海道が生産量日
本一のじゃがいも、人参、玉ねぎ、コー
ン、バターなどが入っています。

６月は国が定める「食育月間」です。食
事の支度をしたり、食事作法やマナーを
見直す、栽培体験など、「食」について
意識する機会をつくりましょう。

506kcal

538kcal

481kcal

〇

イタリアンスープは、洋風のかきたまスー
プです。とき卵にパン粉と粉チーズを加
えているので、いつものかきたま汁とは
違った食感に仕上がります。

メロン

ブロッコリーサラダ

★２８日のクイズの答え★
②さっしー…じゃがいもは地域ごとに品種改良され、世界には数千もの種類があると言われています。日本で
は、「男爵」、「メイクイーン」などが有名です。

アセロラミルクゼリー

〇

ピーナッツあえ

ばくがゼリー

514kcal

キャベツのみそ炒め

〇

☆じゃがじゃがクイズ☆
次の３つの中で、じゃがいもの品種の名
前になっているものはどれ？
①ガッキー　②さっしー　③くっきー

○
今日のとうもろこしは、市内の神子さん
が作ったものを使用する予定です。

447kcal

ヨーグルトあえ

○

バンバンジー(棒々鶏)は、中国料理で
す。加熱して硬くなった鶏肉を棒でたた
いて柔らかくしていたことから、棒の漢字
が使われたと言われます。

459kcal

パインコンポート

タルタルソース

○
６月は千葉県としてもホストタウンとなっ
ている「オランダ」の料理が登場☆

493kcal

コールスロー

ウエハース

○

あじは世界中で食べられている魚です。
春から初夏に最も多く獲れます。味がい
いことから「あじ」と呼ばれるようになった
と言われています。

483kcal

しおにくじゃが

ジ

ョ
ア

460kcal

ひじきに

○

512kcal

アップルシャーベット

令和3年 予定献立表（ようちえん） 　匝瑳市学校給食センター

こ　　　ん　　　だ　　　て　　　名
牛
 
乳

お　も　な　材　料　と　そ　の　働　き
一　口　メ　モ

エネルギー

かみかみにぼし

○

515kcal

ごまマヨあえ

〇

532kcal

オレンジ

〇

６月が旬の梅。
疲労回復によい
「クエン酸」が多く
含まれています。

482kcal

やさいいため

467kcal

かみかみきんぴら

おさつスティック

〇

♪歯・口を健康にたもつポイント♪
〇よく噛んで食べる
〇おやつは時間と量を決める
〇しっかり歯みがき

500kcal

ちりめんあえ ○

496kcal

プルコギいため ○

牛乳には歯や骨のもととなるカルシウム
が豊富に含まれています。成長期には
カルシウムが特に必要となるので、毎日
牛乳を飲みましょう。

539kcal

きりぼしだいこんに ○

ジ

ョ
ア

生揚げやみその原料となる大豆は、他
の豆類と比べたんぱく質が多く、カルシウ
ムや鉄分、食物せんいも豊富です。

511kcal

なまあげのピリからいため

ひとくちぶどうゼリー

○

〇
★県民の日給食（地産地消デー）★
明日は県民の日、千葉県や匝瑳市産
の食材をギュッとつめこみました。

★ジャージャー麺の食べ方★
１，スープに麺と具を入れます
２，よ～くまぜて
３，めしあがれ♪

キャラメルパイ

○
今日のハンバーグは、肉など１２０ｋｇに
なるタネをこねた後、調理員さんが一つ
一つ成形して作ります。

534kcal

ツナひじきサラダ

○

手には、目に見えない
ウイルスがついていま
す。食べる前には手を
洗って病気を予防しよう！

503kcal

＊栄養だしは、県内産いわし、かつおを燻して粉末にした「天然のだし」です。

＊おしゃべりみそは、市内で無農薬で作られた大豆から作る「手作りみそ」です。

＊米は、市内産を使用します。

　＊６月分の給食費の引き落としは、６月３０日（水）です。口座の確認をお願いします。

＊ごはんに黄色い米が混じることがあります。これは炊飯時にビタミンを強化した米を混ぜている為です。

スタミナいため

給食ワールドツアー


