令和元年６月予 定 献 立 表
日

曜 牛
日 乳

献立名

ウインナードッグ（背割りコッペパ
ン 、豆腐ウインナーケチャップソー
3 月 ○
ス） マカロニスープ
エリンギとコーンのソテー
大豆と昆布のごはん 根菜汁
鯵の南蛮漬け
4 火 ○ きゅうりとわかめのお浸し（しょう
ゆ）
中華丼（ごはん、中華丼の具）
5 水 ○ 麻婆春雨
冷凍みかん（生）

＊
六
月
分
の
給
食
費
は
六
月
二
十
日

(
木

)
に
引
き
落
と
し
ま
す
。
残
高
確
認
を
お
願
い
し
ま
す
。

血や肉をつくるもの
赤群

力や体温となるもの
黄群

Cコース：一中・二中・三中・四中・五中
東大和市学校給食センター

体の調子をよくするもの
緑群

普通牛乳 ベーコン 若
鶏もも 皮なし 豆腐ウ
インナー

コッペパン ひまわり油 にんにく たまねぎ にんじん パ
シェルマカロニ 三温糖 セリ生 トマトピューレー エリ
ンギ 冷凍ホールコーン

豚もも 脂身なし 刻み
昆布 冷凍蒸し大豆 油
揚げ 普通牛乳 だし昆
布 削り節 かつお 赤
みそ 白みそ あじ カッ
トわかめ
普通牛乳 豚かた 脂身
なし なると 豚ひき肉
赤みそ

精白米 ひまわり油 き
び砂糖 片栗粉 薄力粉
１等 ごま いり

にんじん ごぼう だいこん 根深
ねぎ しょうが たまねぎ きゅう
り キャベツ

しょうが にんにく たまねぎ に
んじん たけのこ水煮缶詰 干し
しいたけ はくさい 根深ねぎ 赤
ピーマン 冷凍いんげん みかん
黒砂糖食パン ひまわり たまねぎ にんじん アスパラガ
油 じゃがいも 薄力粉 ス キャベツ
１等 バター きび砂糖

普通牛乳 ベーコン 若
鶏もも 皮なし 生ク
リーム ピザチーズ 大
豆

ごはん うすくず汁
豚肉のしょうが焼き
○
枝豆サラダ（ノンエッグマヨネー
ズ）
スパゲティナポリタン
フレンチサラダ（フレンチドレッシ
11 火 ○
ング）
りんご缶・ぶどうゼリー
梅ちりめんごはん 小松菜のみそ汁
鰯の唐揚げ
12 水 ○ 茎わかめサラダ（和風ドレッシン
グ）

普通牛乳 削り節 かつ 精白米 くず粉 三温糖 えのきたけ にんじん 根深ねぎ
お 押し豆腐 かまぼこ ひまわり油 ノンエッグ こまつな しょうが たまねぎ 冷
豚かたロース 脂身なし マヨネーズ
凍むき枝豆 キャベツ

普通牛乳 油揚げ 削り 精白米 薄力粉 １等 ひ ゆかり だいこん たまねぎ にん
節 かつお だし昆布
まわり油 きび砂糖 ご じん 干ししいたけ ごぼう
白みそ 赤みそ ししゃ ま いり ごま油
も あおのり 豚かた 脂
身なし さつま揚げ

ベーコン 豚かた 脂身
なし ハム 普通牛乳

スパゲティ ひまわり油 にんにく たまねぎ にんじん
きび砂糖 ぶどうゼリー マッシュルーム ピーマン トマ
トピューレー キャベツ 冷凍
ホールコーン りんご缶詰

しらす 普通牛乳 だし
昆布 削り節 かつお
木綿豆腐 赤みそ 白み
そ いわし くきわかめ

精白米 ごま 片栗粉
ひまわり油

ごはん 玉子入りスンドゥブ
鶏肉のごま焼き
13 木 ○
キャベツのソテー

普通牛乳 豚かた 脂身
なし 木綿豆腐 赤みそ
あさり 液卵 若鶏もも
皮なし

精白米 片栗粉 ごま油
ひまわり油 ごま いり
きび砂糖

朝焼き食パン（りんごジャム）
トマト風味ポトフ
14 金 ○
いんげんのソテー

普通牛乳 ベーコン 若
鶏もも 皮なし ウイン
ナー

食パン ひまわり油
にんにく しょうが セロリ たま
じゃがいも グラニュー ねぎ にんじん トマト缶詰ダイ
糖 くず粉
ス キャベツ 冷凍いんげん アッ
プルソース りんご缶詰 レモン

ごはん フォー入りスープ
メルルーサのチリソース
17 月 ○
きのこサラダ（たまねぎドレッシン
グ）
わかめごはん 鶏だんご汁
鮭の照り焼き
18 火 ○ もやしと小松菜のサラダ（青じそド
レッシング）

普通牛乳 若鶏もも 皮
なし メルルーサ

精白米 ひまわり油
フォー 片栗粉 きび砂
糖 ごま油

にんにく にんじん もやし こま
つな しょうが 根深ねぎ キャベ
ツ ぶなしめじ えのきたけ

炊き込みわかめ 普通牛
乳 削り節 かつお だ
し昆布 冷凍鶏だんご
油揚げ 赤みそ 白みそ
さけ
削り節 かつお さば節
だし昆布 豚かた 脂身
なし 普通牛乳 あおの
り
冷凍蒸し大豆 ほしひじ
き 若鶏もも 皮なし
油揚げ 普通牛乳 削り
節 かつお 豚かた 脂
身なし 木綿豆腐 白み
そ 赤みそ さば
普通牛乳 油揚げ 木綿
豆腐 削り節 かつお
だし昆布 シイラ こん
ぶつくだ煮

精白米 きび砂糖 片栗
粉

ごぼう にんじん だいこん 根深
ねぎ しょうが もやし こまつな

普通牛乳 豚かた 脂身
なし 赤みそ 生揚げ

精白米 ひまわり油 き
び砂糖 片栗粉 ごま油
緑豆はるさめ

にんにく しょうが にんじん た
けのこ水煮缶詰 干ししいたけ
ピーマン 根深ねぎ キャベツ も
やし プルーン 乾

ポークビーンズサンド（横割り丸パ
ン、ポークビーンズ）
25 火 ○ オニオンスープ
ヤングコーンサラダ（オニオンハー
ブドレッシング）
ごはん なすのみそ汁
手作りコロッケ（ソース）
26 水 ○ ひじきの五色煮

普通牛乳 ベーコン 冷
凍蒸し大豆 豚ひき肉

丸パン ひまわり油 薄
力粉 きび砂糖

たまねぎ にんじん しょうが に
んにく パセリ生 トマトピュー
レー キャベツ ヤングコーン缶

普通牛乳 だし昆布 削
り節 かつお 赤みそ
白みそ 豚ひき肉 ほし
ひじき 油揚げ

精白米 ひまわり油
じゃがいも 乾燥マッ
シュポテト 薄力粉 パ
ン粉 きび砂糖

ココアコッペパン ＡＢＣスープ
オムレツのラタトゥイユソース
27 木 ○
小玉すいか（生）

普通牛乳 ベーコン プ
レーンオムレツ

ココアコッペパン マカ たまねぎ にんじん キャベツ 冷
ロニ ひまわり油
凍ホールコーン にんにく なす
ピーマン ズッキーニ トマト缶
詰ダイス すいか

ごはん ひよこ豆入りカレー
海藻サラダ（青じそドレッシング）
28 金 ○
河内晩柑（生）

普通牛乳 若鶏もも 皮
なし ひよこまめ 海草
ミックス

精白米 ひまわり油 さ
とう じゃがいも 薄力
粉 はちみつ

五目うどん
19 水 ○ じゃがいもの青のり炒め
白桃缶
ひじきごはん 豚汁
鯖の辛味ソース
20 木 ○ ほうれん草の胡麻和え（胡麻ドレッ
シング）
ごはん（昆布のつくだ煮）
すまし汁
○ シイラの梅ソース
大根サラダ（和風ドレッシング）
家常豆腐丼（ごはん、家常豆腐）
春雨サラダ（中華ドレッシング）
24 月 ○
プルーン(２)
21 金

ひとくちメモ

774 31.1

909 42.3 日頃の食事について、考え

てみましょう♪
精白米 ひまわり油 片
栗粉 ごま油 きび砂糖
緑豆はるさめ

黒砂糖食パン
クリームシチュー
6 木 ○ アスパラガスサラダ（オニオンハー
ブドレッシング）
ココア豆
ゆかりごはん
大根と油揚げのみそ汁
7 金 ○ ししゃもの磯部揚げ（２）
金平ごぼう

10 月

ｴﾈﾙｷﾞｰ 蛋白質
[kcal]
[g]
中学校 中学校

803 26.3

歯と口の健康習慣
歯と口の健康のためには、
よく噛んで食べることが大

876 31.9

切です！
給食センターでも、歯と口

849 33.5

の健康を考えて、噛み応え
のある「かみかみメニュー」
をたくさん出しています！よ

794 34.3 く噛んで食べてください♪

【かみかみメニュー】
856 31.7 ４日：大豆と昆布のごはん

根菜汁

梅 青菜 にんじん こまつな 根
深ねぎ キャベツ

811 34.0

６日：ココア豆
７日：ししゃもの

だいこん ぶなしめじ はくさい
はくさいキムチ 根深ねぎ にら
しょうが キャベツ にんじん

磯辺揚げ（２）
789 38.2

１０日：枝豆サラダ
791 33.6 ２１日：昆布のつくだ煮

２４日：プルーン（２）
794 32.8

842 37.9
ひまわり油 きび砂糖
ごぼう にんじん 干ししいたけ
冷凍うどん じゃがいも 根深ねぎ たまねぎ 白桃缶
精白米 もち米 精麦 強
化米 ひまわり油 きび
砂糖 じゃがいも 三温
糖 ごま いり 片栗粉
ごま油

にんじん しょうが ごぼう だい
こん こんにゃく 根深ねぎ にん
にく キャベツ もやし ほうれん
草

精白米 片栗粉 ひまわ
り油 きび砂糖

だいこん にんじん 根深ねぎ 練
り梅 きゅうり

行事食（入梅）
毎年６月１１日頃を暦の上

762 31.5

で”入梅”といいます。農家
さんが梅雨の時期を知るた

991 46.2 めに定められたそうです。

給食では、梅雨の時期に

★ラッキーにんじん★（すまし汁）

＊都合により、献立や材料等を変更することがありますのでご了承ください。
＊学校により給食の実施日は異なります。

金平ごぼう

旬を迎える梅や、あじさい
786 35.1 色のぶどうゼリーを用いた

献立を提供します。
893 34.4 １１日：りんご缶・

ぶどうゼリー
809 35.2

なす たまねぎ にんじん 干しし
いたけ 冷凍むき枝豆

すいか、梅、しそ、アスパラ
ガス、新じゃがいも、きゅう

777 29.2 りなど

806 28.0

給食では東大和市産の
地場野菜も使用しており

月平均 834
学校給食摂取基準

２１日：シイラの梅ソース
旬の食材

971 33.9

にんにく しょうが セロリ にん
じん たまねぎ トマトピュー
レー アップルソース キャベツ
きゅうり かわちばんかん

１２日：梅ちりめんごはん

830

34.1
27-42

ます。

