
日 曜日 献立
牛
乳

血や肉になる食品 力や熱になる食品 体の調子を整える食品
エネルギー
（kcal）

蛋白質
（ｇ）

1 水 雑穀ごはん どさんこ汁 イカのピリ辛焼き  炒合菜 ○ 豚肉 いか 生わかめ
米 七穀 もち米 バター じゃがいも

ごま油 三温糖 春雨 サラダ油

ホールコーン にんじん ねぎ りんご
たまねぎ しょうが もやし

チンゲンサイ キャベツ にら
干しいたけ にんにく しょうが

743 29.7

2 木 ジューシー みそ汁 揚げ出し豆腐 冷凍みかん ○ 豚肉 刻み昆布 豆腐 みそ 冷凍豆腐 米 ごま もち米 三温糖 油
にんじん さやいんげん 干しいたけ

ほうれん草 えのきだけ 大根
冷凍みかん

779 27.3

3 金
ツナポテトドッグ クリームコーンスープ
レモンサラダ

○
ミックスチーズ ベーコン ツナ
白いんげん豆 卵 鶏肉 ベーコン

コッペパン マヨネーズ じゃがいも
サラダ油 マカロニ でんぷん 三温糖

パセリ たまねぎ クリームコーン
にんじん ホールコーン きゅうり

もやし レモン
742 29.8

6 月
スパゲティカレーミートソース ジャーマンポテト
りんご

○ 粉チーズ 豚ひき肉 大豆 ベーコン スパゲティ サラダ油 じゃがいも
ホールトマト たまねぎ にんじん
マッシュルーム にんにく りんご 780 29.6

7 火 ごはん かみかみ佃煮 ちくわと野菜の五目煮
華風きゅうり

○
ちりめんじゃこ 刻み昆布 糸けずり節

豚肉 焼き竹輪
米 ごま 三温糖じゃがいも 油
 でんぷん サラダ油 ごま油

たまねぎ にんじん たけのこ
グリンピース 干しいたけ きゅうり

ねぎ にんにく
757 26.7

8 水
メキシカンライス コロコロコーンスープ
豆鯵の唐揚げ パインアップル

○ いか 鶏肉 牛乳 粉チーズ 豆あじ
米 米粒麦 サラダ油 小麦粉

じゃがいも でんぷん 油

たまねぎ にんじん マッシュルーム
クリームコーン ホールコーン

パセリ パインアップル
807 29.4

9 木 ごはん 酸辣湯 春巻き くきわかめと糸寒天の中華和え ○ 卵 豚肉 茎わかめ 糸寒天
米 ごま油 春巻きの皮 小麦粉 ごま

 油 春雨 サラダ油  三温糖

えのきだけ チンゲンサイ たけのこ
干しいたけ にんじん にら ねぎ

 もやし きゅうり
824 24.4

10 金
梅ごはん 呉汁 千草焼 磯香あえ

○
刻みのり 豆乳 みそ 鶏肉 大豆 油揚げ

卵 豚ひき肉 刻みのり 糸けずり節
米 米粒麦 ごま サラダ油

三温糖

梅干し 大根 ねぎ ごぼう にんじん
こんにゃく ねぎ たけのこ
干しいたけ 小松菜 もやし

755 30.7

13 月
大豆ごはん 利休汁 魚の塩麹焼き
オレンジゼリー

○
大豆 鶏肉 油揚げ 刻み昆布 冷凍豆腐

みそ 豚肉 さわら アガー
米 米粒麦 三温糖 ねりごま ごま油

じゃがいも

にんじん さやいんげん 大根 ごぼう
小松菜 にんじん 糸こんにゃく

しめじ 干しいたけ オレンジジュース
782 35.5

14 火
フレンチトースト 米粉のシチュー
茹で野菜ごまドレッシング

○
牛乳 卵 牛乳 生クリーム 鶏肉

ベーコン

食パン バター 上白糖 じゃがいも
米粉 サラダ油 ごま ねりごま ごま油

三温糖

たまねぎ にんじん パセリ もやし
きゅうり 743 28.4

15 水 鶏めし 田舎汁 茶碗蒸し バナナ ○
鶏肉 冷凍豆腐 みそ 油揚げ 卵

かまぼこ
米 米粒麦 三温糖 サラダ油

じゃがいも

ごぼう 万能ねぎ にんじん しょうが
大根 こんにゃく ねぎ ごぼう
ほうれん草 しいたけ バナナ

762 27.1

16 木 磯ごはん とりのささみスープ さばのピリ辛焼き ○ しらす干し 生わかめ 鶏肉 さば
米 米状麦 ごま サラダ油 でんぷん

 ごま油 三温糖

にんじん たまねぎ もやし ねぎ
ほうれん草 にんじん 干しいたけ

しょうが ねぎ にんにく
758 31.5

17 金
コーンピラフ タンドリーチキン ABCスープ

○ 鶏肉 プレーンヨーグルト ベーコン 米 米粒麦 バター サラダ油 マカロニ
たまねぎ ホールコーン にんじん
パセリ にんにく キャベツ 小松菜 757 27.7

20 月 ごはん みそ汁 ししゃもの南蛮漬 ナムル ○ 油揚げ みそ 生わかめ ししゃも
米 じゃがいも ごま油 でんぷん

三温糖 油 ごま
たまねぎ もやし

にんじん 小松菜 しょうが 754 28.1

21 火 五目うどん 和風ポテトサラダ バナナケーキ ○ 鶏肉 油揚げ なると 牛乳 卵
冷凍うどん 三温糖ごま油 じゃがいも

サラダ油 小麦粉 バター 上白糖
小松菜 大根 ねぎ 干しいたけ

キャベツ にんじん バナナ 744 26.3

22 水 ごはん 豚汁 鮭の照り焼き 小松菜のごまあえ ○
冷凍豆腐 豚肉 みそ 油揚げ 鮭

赤みそ
米 じゃがいも ごま 三温糖

大根 こんにゃく ねぎ ごぼう
にんじん しょうが 小松菜 もやし 739 30.4

23 木 セサミパン ポークビーンズ ピクルス ○ 大豆 ベーコン 豚肉
セサミパン バター サラダ油 小麦粉

赤ザラメ じゃがいも 三温糖
オリーブオイル

たまねぎ にんじん セロリ パセリ
きゅうり にんじん 742 25.7

24 金 バターチキンカレー 変わり漬 ○ 牛乳 生クリーム 鶏肉
米 バター サラダ油 三温糖

ごま油
たまねぎ しょうが にんにく

キャベツ にんじん 887 26.6

27 月 ひじき炒飯 春雨スープ にらたまあんかけ ○
卵 豚肉 ひじき ちりめんじゃこ

鶏肉 豚ひき肉
米 米粒麦 サラダ油 ごま油 春雨

三温糖 でんぷん

ねぎ チンゲンサイ もやし にんじん
 干しいたけ たまねぎ セロリ たけの

こ にら 干しいたけ
766 31.3

28 火 ごはん 打ち豆汁 かつおのごまがらめ ゆかりあえ ○ 卵 冷凍豆腐 みそ 大豆 かつお
米 じゃがいも ごま でんぷん 油

三温糖

小松菜 にんじん たけのこ たまねぎ
干しいたけ しょうが にんにく

キャベツ もやし きゅうり ゆかり
764 35.4

29 水
パンプキンパン 野菜のスープ煮
あじフライ ヨーグルト

○ 豚肉 ベーコン 卵 あじ ヨーグルト
パンプキンパン じゃがいも 油

パン粉 小麦粉
キャベツ たまねぎ にんじん 772 32.7

30 木
ごまごはん かきたま汁 魚のハンバーグ
小松菜ソテー

○
卵 生わかめ 牛乳  豚ひき肉

みそ あじ ベーコン
米 米粒麦 ごま でんぷん パン粉

サラダ油
えのきだけ ねぎ たまねぎ しょうが
もやし 小松菜 にんじん にんにく 753 31.7

令和４年度６月 献立表

※献立は食材や行事の都合により変更する場合があります。

※果物は旬のものを業者さんと相談の上、注文します。

品川区立鈴ケ森中学校
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入梅献立☂

歯と口の健康週間！かみかみ献立


