
1 日 813 ｋcal 29.8 ｇ 2 日 844 ｋcal 29 ｇ 3 日 4 日 5 日 834 ｋcal 32.1 ｇ

8 日 792 ｋcal 32 ｇ 9 日 820 ｋcal 30.5 ｇ 10 日 765 ｋcal 33.1 ｇ 11 日 853 ｋcal 32.7 ｇ 12 日 856 ｋcal 30.9 ｇ

15 日 896 ｋcal 26.1 ｇ 16 日 892 ｋcal 26.1 ｇ 17 日 787 ｋcal 33.5 ｇ 18 日 810 ｋcal 30.7 ｇ 19 日 773 ｋcal 25.9 ｇ

22 日 812 ｋcal 33.8 ｇ 23 日 875 ｋcal 34.5 ｇ 24 日 851 ｋcal 35.4 ｇ 25 日 836 ｋcal 29.8 ｇ 26 日 864 ｋcal 33 ｇ

29 日 786 ｋcal 30.3 ｇ 30 日 674 ｋcal 26.9 ｇ

6月こんだてカレンダー 笹神中学校
平成27年6月

月 火 水 木 金

ごはん むぎごはん ごはん
いわしのかばやき 豚キムチ丼の具 にぎすのウスターソースがけ

梅肉あえ ごまきゃべつ 給食なし 給食なし アスパラのごまあえ
かきたま汁 じゃがいものみそ汁 さわにわん
牛乳 牛乳 牛乳

アセロラゼリー パンナコッタの越後姫ソースがけ

牛乳　いわし　ひじき
とうふ　たまご

牛乳　ぶたにく　わかめ
牛乳　たまご　やきぶた
あぶらあげ

牛乳　だいず　あぶらげ　さば
とりにく

牛乳　にぎす　とうふ
ぶたにく

米　あぶら　さとう
じゃがいも

米　むぎ　さとう　あぶら
じゃがいも　ごま

米　さとう　あぶら
じゃがいも 米　さとう　あぶら 米　あぶら　ごま　さとう

きゅうり　にんじん
えのき　たまねぎ　こまつな

にんじん　たまねぎ　もやし
きゅうり　きゃべつ　ねぎ

ほうれんそう　もやし
きくらげ　しめじ　ねぎ

ごぼう　にんじん　きゃべつ
れんこん　きぬさや　こんにゃ
く

きゃべつ　カリフラワー
にんじんしいたけ　ごぼう
たけのこ　えのき　きぬさや

アスパラピラフ ごはん 麦ごはん ごはん うどん
ハンバーグ 豆腐のあんづつみ プルコギ ししゃもフライ カレー南蛮汁
アーモンドきゃべつ 茎わかめのきんぴら ナムル にら野菜いため かぶのれもんあえ
野菜スープ 豚汁 豆腐スープ けんちん汁 ちまき
牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 きな粉

冷凍みかん ひじきのり 牛乳

牛乳　とりにく　ぶたにく
牛乳　くきわかめ　さつまあげ
とうふ

牛乳　ぎゅうにく　なると
わかめ　とうふ

牛乳　ししゃも　ぶたにく
とうふ　ひじき

牛乳　とりにく　あぶらあげ
かまぼこ

米　アーモンド　じゃがいも
さとう　バター

米　あぶら　さとう
じゃがいも

米　あぶら　さとう 米　あぶら　ごま　じゃがいも
うどん　もち米　きなこ
さとう

にんじん　たまねぎ　コーン
マッシュルーム　レタス
きゃべつ　きゅうり

にんじん　たけのこ　しめじ
だいこん　にんじん　ごぼう
みかん

にんじん　たまねぎ　にら
えのき　ほうれんそう
チンゲンサイ

しめじ　もやし　きゃべつ
にんじん　にら　だいこん
えのき　ねぎ

きゃべつ　かぶ　きゅうり
にんじん　たまねぎ　ねぎ
もやし

ごはん 麦ごはん ごはん ひじきごはん ブルーベリーパン
根菜つくね 海藻サラダ いわしの梅煮 たまごの袋煮 インディアンポテト
のりずあえ ポークカレー きゃべつのこんぶあえ ぴりからづけ カラフルサラダ
じゃがいものそぼろ煮 牛乳 にくだんごと春雨のスープ すまし汁 コンソメスープ
牛乳 福神漬け 牛乳 牛乳 牛乳

アップルシャーベット
牛乳　とりにく　ツナ
あつあげ 牛乳　ぶたにく　かいそう

牛乳　いわし　こんぶ
ぶたにく　とりにく　たまご

牛乳　ひじき　とりにく
たまご　とうふ　かまぼこ

牛乳　ぶたにく　ベーコン
しろいんげんまめ

米　ごま　さとう　じゃがいも
あぶら

米　むぎ　バター　じゃがいも
あぶら

米　ごま 米　さとう　あぶら
パン　じゃがいも　さとう
あぶら

きりぼしだいこん　もやし
ほうれんそう にんじん
たまねぎ しいたけ　いんげん

たまねぎ　にんじん　こまつな
アスパラ　コーン　りんご

きゃべつ　きゅうり　たまねぎ
にんじん　きくらげ　はくさい
しいたけ　こまつな

にんじん　ごぼう　きゅうり
きゃべつ　たけのこ　えのき
きぬさや

たまねぎ　パセリ　ﾋﾟｰﾏﾝ
きゅうり　きゃべつ　アスパラ
にんじん　チンゲンサイ

いりこ菜めし ごはん 麦ごはん ごはん ソフトめん
いかのみそやき かぼちゃコロッケ ツナそぼろ丼の具 たらとポテトのあげに アスパラサラダ
こんにゃくサラダ 切干大根サラダ れんこんサラダ なめたけあえ ミートソース
肉じゃが 八宝菜 チンゲンサイのスープ もずく汁 牛乳
牛乳 牛乳 牛乳 牛乳
冷凍パイン

牛乳　いか　わかめ　ぶたにく
牛乳　ぶたにく　いか　えび
たまご

牛乳　ツナ　たまご　なると
あおだいず

牛乳　たら　もずく　とうふ 牛乳　ぶたにく　チーズ

米　じゃがいも　あぶら
さとう

米　あぶら　さとう
米　むぎ　あぶら　さとう 米　じゃがいも　あぶら

さとう　ごま
ソフトめん　アーモンド
あぶら

きゃべつ　こんにゃく　アスパラ
たまねぎ　にんじん　しらたき
グリンピース　パイン

かぼちゃ　たけのこ　きくらげ
にんじん　はくさい　たまねぎ
チンゲンサイ　きゅうり
きりぼしだいこん

にんじん　えだまめ　れんこん
チンゲンサイ　きゃべつ
みずな　えのき　たけのこ

ほうれんそう　にんじん
もやし　えのき　　ねぎ

たまねぎ　にんじん　セロリ
マッシュルーム
トマト　アスパラ　きゃべつ

ごはん 麦ごはん
アスパラとナッツのいためもの ミモザサラダ
山海サラダ ハヤシルー
地場産トマトスープ 牛乳
牛乳 ワインゼリー

にんじん　アスパラ　えのき
こんにゃく　きゃべつ　トマト
コーン　こまつな

たまねぎ　にんじん　トマト
マッシュルーム　グリンピース
きゃべつ　きゅうり　ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ

おもに体の調子を整える食品

牛乳　とりにく　わかめ
えび

牛乳　ぶたにく　たまご おもに体を作る食品

米　あぶら　カシューナッツ
米　むぎ　あぶら
じゃがいも おもに熱や力になる食品

≪今月の地場産物≫ 

米 

ほうれんそう 

トマト 

毎年６月は食育月間です 
 

 全国的な食育推進運動を展開しています 

≪食を通じたコミュニケーション≫が重点課

題の一つです。 

 食事中のメディア（テレビなど）を制限し、

家族みんなで同じものを食べる。会話を楽し

み、しっかり食べ物を味わい、感謝する気持

ちが持てるような時間を作ってみてはいかが

でしょうか。 


