
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 黒糖パン 豚肉　大豆 パン 油 じゃが芋 砂糖 麦芽ゼリー 玉ねぎ　人参　にんにく

水 オムレツ オムレツ　ツナ 白いんげん豆 赤いんげん豆 トマト　アスパラ　 31.1g 26.4g

ポークビーンズ チーズ　牛乳 ひよこ豆 生クリーム ドレッシング きゅうり　キャベツ　コーン 437mg 2.5g

2 ごはん ちくわ　のり　油揚げ　栄養だし 米　天ぷら粉 なめこ　きぬさや　

木 ちくわ磯辺揚げ 〇 豆腐　わかめ　みそ　鶏肉 じゃが芋　油 ごぼう　人参　枝豆 30.7g 21.3g

じゃがいもとなめこのみそ汁 ひじき　さつま揚げ　牛乳 砂糖 ねぎ　こんにゃく 386mg 2.3g

3 キラリもち麦入りご飯 豚肉　大豆 米　キラリもち麦　油 玉ねぎ　にんにく　しょうが

金 キーマカレー ツナ カレールウ　砂糖　 セロリー　人参　きゅうり　 28.9g 23.4g

ツナときのこのサラダ 牛乳 ドレッシング　ごま　ゼリー しめじ　えのき　コーン　赤ピーマン 338mg 2.3g

6 ごはん 鶏肉　栄養だし 米　さつま芋 しいたけ　えのき　レモン

月 鶏肉の包み焼き 豚肉　みそ　油揚げ 砂糖　ごま 人参　大根　こんにゃく 37.6g 22.5g

さつまいものみそ汁 さつま揚げ　牛乳 ウエハース なめこ　小松菜　ねぎ 674mg 2.5g

7 ごはん 肉団子　 米　里芋 ごぼう　人参　大根

火 肉団子② 豚肉　生揚げ 油　砂糖 こんにゃく　小松菜　ねぎ 30.0g 21.5g

のっぺい汁 みそ　牛乳 でん粉　グミ 玉ねぎ　しめじ　ピーマン　赤ピーマン 502mg 1.8g

8 ごはん 春巻き　豚肉 米　油 しいたけ　しょうが　人参　玉ねぎ

水 春巻き えび　いか　うずら卵 砂糖　でん粉 白菜　ヤングコーン　ねぎ　もやし 30.2g 27.9g

中華丼の具 チーズ　牛乳 ごま油　ごま チンゲン菜　きくらげ　赤ピーマン　にら 498mg 3.3g

9 ごはん さば文化干し　栄養だし 米　油 人参　大根　さやいんげん

木 さば文化干し 豆腐　油揚げ　みそ 里芋　砂糖　 ねぎ　しいたけ　ごぼう　 35.5g 25.2g

豆腐とわかめの味噌汁 わかめ　鶏肉　牛乳 こんにゃく　れんこん 412mg 2.6g

10 スパゲッティ 卵　ベーコン スパゲッティ トマト　にんにく　ピーマン

金 ピザエッグ 鶏肉　牛乳 ポタージュ　ベシャメルソース 人参　玉ねぎ　マッシュルーム　しめじ 38.9g 22.6g

チキンコーンクリームソース チーズ　ジョア 油　米粉　ゼリー コーン　枝豆　黄桃　パイン　みかん 445mg 2.2g

13 ごはん いわし梅煮　鶏肉 米　じゃが芋 人参　玉ねぎ　にんにく

月 いわし梅煮 豚肉　生揚げ 油　砂糖 しめじ　えのき　小松菜 37.0g 17.4g

塩こうじ汁 ヨーグルト　牛乳 オリーブ油 こんにゃく　しいたけ 567mg 2.4g

14 玄米入りごはん 豚肉　鶏肉 米　発芽玄米 ねぎ　しょうが　人参

火 豚肉生姜焼き 油揚げ　なると ごま油　棒もち 大根　しいたけ　小松菜 34.4g 24.6g

棒もち汁 煮干し　牛乳 ごま　砂糖 もやし　赤ピーマン 396mg 2.6g

16 ごはん いかフライ　栄養だし　おしゃべりみそ 米　油 人参　大根　ごぼう

木 いかフライ 豚肉　豆腐　油揚げ　みそ じゃが芋　 小松菜　こんにゃく 32.6g 28.3g

豚汁 鶏肉　揚げボール　牛乳 里芋　砂糖 れんこん　ねぎ 496mg 2.4g

17 カレーピラフ 豚肉　牛肉　スキムミルク 米　パン粉 玉ねぎ　しょうが　マッシュルーム　りんご

金 チーズ入りハンバーグ 卵　チーズ　ベーコン ドレッシング 人参　セロリー　キャベツ　パセリ　コーン 31.0g 27.5g

ジュリエンヌスープ ひじき　牛乳 ゼリー ほうれん草　もやし　きゅうり　赤ピーマン 397mg 3.9g

20 ごはん お魚メンチカツ 米　じゃが芋 人参　玉ねぎ　なす

月 お魚メンチカツ 油揚げ　みそ　豚肉 油　砂糖 小松菜　こんにゃく　 28.6g 26.1g

夏野菜のみそ汁 生揚げ　牛乳 えのき　さやいんげん 698mg 2.4g

21 ごはん 豚肉　肉団子 米　砂糖 玉ねぎ　にんにく　しょうが

火 ごまだれ焼肉 油揚げ　みそ　 ごま　ごま油 にら　白菜　えのき　ねぎ　人参 35.1g 27.5g

ちゃんこ汁 牛乳 ごぼう　こんにゃく　さやいんげん 358mg 2.6g

22 はちみつパン ウインナー　卵 パン　野菜コロッケ ズッキーニ　マッシュルーム　

水 野菜コロッケ ヨーグルト 油　ナタデココ　砂糖 コーン　トマト　パイン　みかん 27.5g 33.6g

ズッキーニとトマトと卵のスープ 牛乳 ゼリー　落花生 バナナ　ブルーベリー 483mg 2.7g

23 ごはん 鶏肉　栄養だし　みそ 米　ごま油 ねぎ　しょうが　にんにく

木 鶏七味焼き 油揚げ　ちりめんじゃこ 砂糖　プリン 人参　大根　玉ねぎ　 30.6g 22.1g

かぼちゃのみそ汁 牛乳 かぼちゃ　小松菜　えのき 427mg 2.5g

24 冷やし中華めん 卵 中華めん とうもろこし　ねぎ　しょうが

金 とうもろこし わかめ 砂糖　ごま油 しいたけ　もやし　人参 31.1g 18.9g

冷やし中華スープ 牛乳 ごま　タルト 小松菜　きゅうり　 518mg 2.6g

27 ごはん 鮭　栄養だし 米　ごま油 ねぎ　しょうが　人参

月 鮭てり焼き みそ　油揚げ　卵 砂糖　ごま 大根　キャベツ　えのき 40.4g 21.2g

キャベツのみそ汁 鶏肉　生揚げ　ジョア じゃが芋 しいたけ　玉ねぎ　グリンピース 845mg 2.7g

28 ごはん 餃子　豚肉 米　油　砂糖 人参　しいたけ　たけのこ　ねぎ

火 餃子② 豆腐　 でん粉　ごま油 にんにく　しょうが　にら　きゅうり 26.4g 19.8g

麻婆豆腐 牛乳 ドレッシング キャベツ　もやし　赤ピーマン　パイン 504mg 2.4g

29 ミルクロールパン ほきタルタルフライ パン　油　 人参　玉ねぎ　かぼちゃ

水 ほきタルタルフライ 鶏肉　牛乳 おじゃがもちボール パセリ　ブロッコリー　カリフラワー 28.7g 33.8g

パンプキンシチュー ポタージュ　ドレッシング さやいんげん　きゅうり 374mg 3.2g

30 玄米入りごはん 鶏肉　卵 米　発芽玄米 玉ねぎ　人参　ズッキーニ

木 ゆで卵 ベーコン 油　じゃが芋　ひよこ豆 にんにく　しょうが　えのき　しめじ 35.6g 27.5g

チキンカレー 牛乳 カレールウ　米粉 エリンギ　小松菜　コーン　 337mg 2.3g

基準栄養量 エネルギー　  830kcal ＊材料の都合により エネルギー 839kcal

たんぱく質 　 26～41g 献立を変更することがあります。 たんぱく質 32.4g

脂　　質　　  18～27g 脂　　質 24.7g

カルシウム　　  450mg カルシウム 480mg

塩　　分　  　   2.5g 塩　　分 2.6g

　＊6月分の給食費の引き落としは、6月30日（木）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。

今日の豚汁には、市内産おしゃべり
みそを使います。原料の大豆栽培か
らみその加工まで全てが市内で行わ
れています。

〇

866kcal

826kcal

＊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。

ヨーグルト

〇

塩こうじ汁に使う「塩こうじ」は、市内
で作られたものです。給食では、調
味料として使ったり、魚や肉の下味
に使ったりします。

肉じゃが煮

804kcal

筑前煮

ジ

ョ
ア

スパゲッティは、小麦粉を原料とする
イタリア発祥のパスタの仲間です。紐
を意味するイタリア語が語源となって
います。

〇
サバ、サンマ、イワシなどの青魚に
は、血液をサラサラにする魚油（ＤＨ
Ａ・ＥＰＡ）が多く含まれています。

フルーツゼリー和え

〇
市内産の赤ピーマンを使います。
ピーマンが完熟すると赤ピーマンにな
ります。

850kcal

中華風ナムル

868kcal

828kcal

生揚げみそ炒め

果汁グミ

〇

6月４～10日は、「歯と口の健康週
間」です。よく噛んで食べる
習慣をつけましょう。

★お知らせ★
ＪＡちばみどりより匝瑳市産のきゅうり
を無償提供していただきました。

829kcal

レモンゼリー

麦芽ゼリー

〇
★お知らせ★
ＪＡちばみどりより匝瑳市産のきゅうり
を無償提供していただきました。

822kcal

アスパラサラダ
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エネルギー

810kcal

フランス料理では、ジュリエンヌとは
千切り野菜のことをいいます。ジュリ
エンヌスープとは、千切り野菜のコン
ソメスープです。

かみかみ煮干し

〇 　
今月は千葉県の食材を使った料理
を紹介します。

845mg

ごまあえ

チーズ

〇

841kcal

〇じゃがいものそぼろ煮

〇

857mg

〇
ちゃんことは、力士の言葉で「食事」
のことを言います。

五目きんぴら

千葉の恵みサラダ

一口ゼリー

五目旨煮

824kcal

ウエハース

〇

鶏肉の包み焼きは、鶏肉にレモンと
きのこをのせて包んで焼きます。レモ
ンときのこの風味を味わって食べてく
ださい。

858kcal

切干大根煮

鶏そぼろ

ひじき煮

ハニーピーナッツ

〇

861kcal

ナタデココヨーグルトあえ

たまごプリン

〇

★和食のすすめ★
主食、主菜、副菜、汁物がそろった
食事の組み合わせは栄養バランスも
整いやすくなります。

819kcal

ちりめんあえ

レモンタルト

〇
今日は、市内生産者の方から朝取り
のとうもろこしを納品していただきま
す。旬の味を味わってください。

813kcal

冷やし中華の具

ジ

ョ
ア

鮭てり焼きは、給食センターで作った
タレ（10種類の材料使用）に脂の
のった銀鮭を漬けて焼きます。

892kcal

親子煮

パイン

〇

チョレギとは、韓国語で浅漬けのキ
ムチを意味する「コッチョリ」の方言で
す。チョレギサラダは、野菜に塩味ド
レッシングを混ぜて作ります。

793mg

チョレギサラダ

880kcal

きのこソテー

〇

学校給食のパンは、国内産の小麦
粉で作られています。

843kcal

彩りサラダ

〇

卵は市内で生産されたものです。衛
生管理の行き届いた施設で洗浄、
消毒された安全安心な卵を使って
います。

日本一周！ぐるっとグルメ


