
校長　　　　   小関　直

栄養士　　　　山下　慶子

エネルギー（ｋｃａｌ） たんぱく質（ｇ） 食塩相当量（ｇ）

ウインナーピラフ

ごまドレチキンサラダ

ミネストローネ

かむかむご飯

鯵の辛子風味フライ

和風大根サラダ

ミートチーズドック

野菜スープ

スパイシーポテト

麦ご飯

和風おろしハンバーグ

即席漬け

大根とわかめの味噌汁

チンジャオロース麺

ツナ餃子

カリカリ梅わかめご飯

鯖の味噌煮

おかか和え

麦ご飯・しらすのおかかふりか
け

肉じゃが

ピリカラきゅうり

関西風うどん

じゃが丸くん

青菜ごはん

鯖の香り揚げ

味噌けんちん汁

小松菜としめじのスパゲティ

ポテトとベーコンのスープ

にんじんのマドレーヌ

味噌カツ丼

かき玉汁

ごまあえ

鶏そぼろご飯

小松菜と油揚げの味噌汁

冷凍みかん

ジャージャー麺

アジサイゼリー

6月　新座市立第六中学校学校給食献立表

  あじ  にんにく  洋からし  穀物酢  しょうゆ  薄力粉  鶏卵  パ
ン粉  なたね油

  だいこん  きゅうり  コーン  にんじん  サラダ油  ごま油  穀物
酢  しょうゆ  刻みのり  かつお節

  ベーコン  じゃがいも  にんじん  たまねぎ  こまつな  しょう
ゆ

牛乳

863

1

平成30年度

20 水

曜

金

日

月

21 木 牛乳

  じゃがいも  でん粉  サラダ油  豚肉  たまねぎ  しょうが  しょ
うゆ  三温糖  なたね油

13 水 牛乳

15 金 牛乳

  精米  米粒麦  鶏肉  薄力粉  鶏卵  生パン粉  なたね油  ごま油
にんにく  三温糖  みそ  しょうゆ  白ごま

  豆腐  しょうゆ  でん粉  鶏卵  わかめ  ねぎ

4.0

764

886

  精米  米粒麦  炊き込みわかめ  カリカリ梅  しらす干し  白ご
ま

  精米  米粒麦  しらす干し  白ごま  ゆかり  かつお節

  さば  しょうが  ねぎ  みそ  三温糖  しょうゆ

  こまつな  にんじん  もやし  しょうゆ  かつお節

木

14 木 牛乳

  スパゲッティ  サラダ油  にんにく  とうがらし  オリーブオイ
ル  にんにく  ベーコン  しめじ  こまつな  しょうゆ

  薄力粉  バター  三温糖  にんじん  鶏卵  はちみつ

牛乳

牛乳

牛乳

3.6

30.3

3.628.9

3.8

35.7牛乳

  さば  しょうゆ  にんにく  しょうが  でん粉  なたね油  穀物酢
三温糖  ねぎ  サラダ油

11

  蒸し中華めん(小麦粉、塩、かんすい)  サラダ油  にんにく
しょうが  豆板醤  豚肉  たけのこ  たまねぎ  にんじん  みそ
しょうゆ  ｵｲｽﾀｰｿｰｽ  三温糖  ケチャップ  ごま油  ピーマン  で
ん粉

  精米  米粒麦  サラダ油  こまつな  しらす干し  白ごま  鶏卵

6 水

4

5 火

7

金

12 火

8

  コッペパン（小麦粉、砂糖、脱脂粉乳など）  サラダ油  しょ
うが  にんにく  豚肉  たまねぎ  切干しだいこん  セロリ  ケ
チャップ  トマトピューレ  ソース  三温糖  パン粉  チーズ

  サラダ油  豚肉  にんじん  たまねぎ  キャベツ  こまつな  しょ
うゆ

  鶏肉  豚肉  豆腐  しょうが  サラダ油  たまねぎ  鶏卵  でん粉
穀物酢  三温糖  しょうゆ  だいこん

  キャベツ  にんじん  きゅうり  かぶ  七味とうがらし(唐辛子、
のり、ごまなど)  しょうゆ

月 牛乳

  精米  米粒麦  サラダ油  鶏肉  ごぼう  にんじん  油揚げ  三温
糖  しょうゆ  白ごま  だいず  でん粉  なたね油

  ぎょうざの皮  ツナ  たまねぎ  切干しだいこん  マヨネーズ
しょうゆ  なたね油

  サラダ油  豚肉  じゃがいも  たまねぎ  にんじん  こんにゃく
いんげん  三温糖  しょうゆ

  きゅうり  だいこん  にんじん  しょうゆ  三温糖  穀物酢  ごま
油  ラー油  豆板醤

  地粉うどん(小麦粉、塩)  にんじん  油揚げ  鶏肉  なると(た
ら、たい、でん粉など)  干ししいたけ  しょうゆ  ねぎ  こまつ
な  七味とうがらし(唐辛子、のり、ごまなど)

4.1

献　立　名

  オリーブオイル  にんにく  ベーコン  にんじん  たまねぎ
ホールトマト缶  じゃがいも  ソース  しょうゆ  三温糖  マカロ
ニ

  じゃがいも  なたね油  スパイス

  精米  米粒麦

  だいこん  えのき  油揚げ  わかめ  ねぎ  こまつな  みそ

栄  養  価

748 27.4牛乳

主  な  食  品

  精米  米粒麦  サラダ油  バター  ウインナー  たまねぎ  セロリ
にんじん  マッシュルーム  しょうゆ

  鶏肉  サラダ油  キャベツ  もやし  きゅうり  にんじん  穀物酢
しょうゆ  白ごま

牛乳

牛乳

33.7 3.4823

4.2

3.530.3

32.8

750

832

796

  蒸し中華めん(小麦粉、塩、かんすい)  サラダ油  しょうが  に
んにく  ねぎ  干ししいたけ  ごぼう  豚肉  ごま油  たけのこ  に
んじん  大豆  みそ  八丁みそ  しょうゆ  三温糖  豆板醤  ラー油
でん粉  きゅうり  もやし

  サイダー(砂糖類、香料、酸味料)  アガー  上白糖  ぶどう
ジュース

2.7

756

780 26.7 3.5

877

30.9 3.9877

32.7

30.5

3.2

  ごま油  こんにゃく  ごぼう  にんじん  だいこん  油揚げ  豆腐
さといも  ねぎ  こまつな  みそ

39.3 3.8

  精米  米粒麦  サラダ油  しょうが  鶏肉  にんじん  干ししいた
け  三温糖  しょうゆ  鶏卵  いんげん

808  たまねぎ  にんじん  えのき  油揚げ  こまつな  ねぎ  みそ

　みかん

  こまつな  にんじん  もやし  しょうゆ  三温糖  白ごま

29.9

都合により、材料や献立を変更する場合があります。

ご了承ください。

給食費の引き落としは６月５日（火）です。

お忘れのないようにお願いいたします。

（裏面へ続く）



校長　　　　   小関　直

栄養士　　　　山下　慶子

エネルギー（ｋｃａｌ） たんぱく質（ｇ） 食塩相当量（ｇ）

にんじんピラフ

白身魚のオニオンソース

コーンサラダ

フルーツミックスゼリー

炊き込みキムチチャーハン

イカの香味サラダ

スパゲティミートソース

春雨サラダ

麦ご飯・ひじきふりかけ

ぶりのみそ焼き

磯の香あえ

きのこ汁

冷やしわかめうどん

チーズ入り竹輪のカレー揚げ

ソフール元気ヨーグルト

カレーライス

ハムサラダ

平均 807 31.5 3.6

  チーズ  焼き竹輪(たら、でん粉、砂糖など)  薄力粉  鶏卵  カ
レー粉  なたね油

平成30年度

  ぶり  しょうゆ  みそ  三温糖  しょうが  とうがらし

  こまつな  キャベツ  にんじん  しょうゆ  刻みのり

834 29.3 3.5

  キャベツ  もやし  こまつな  サラダ油  しょうゆ  穀物酢  たま
ねぎ  ハム

  (脱脂粉乳、砂糖、全粉乳、ゼラチンなど)

29 金 牛乳

  精米  米粒麦  鶏肉  サラダ油  しょうが  にんにく  たまねぎ
にんじん  じゃがいも  バター  薄力粉  カレー粉  ソース  ケ
チャップ  しょうゆ  アップルソース  クリーム

28 木 牛乳

  地粉うどん(小麦粉、塩)  鶏肉  油揚げ  にんじん  ねぎ  わかめ
こまつな  しょうゆ

769 38.0 4.4

27 水 牛乳

  精米  米粒麦  ひじき  しょうゆ  しらす干し  白ごま  ゆかり

758

26 火 牛乳

  スパゲッティ  サラダ油  オリーブオイル  しょうが  にんにく
たまねぎ  にんじん  セロリ  豚肉  鶏肉  大豆  トマトピューレ
ケチャップ  ソース  しょうゆ  薄力粉  バター  チーズ

847 32.2 3.0

  もやし  にんじん  コーン  きゅうり  はるさめ  穀物酢  サラダ
油  ごま油  三温糖  しょうゆ  七味とうがらし(唐辛子、のり、
ごまなど)  ハム

33.8 3.5

  だいこん  にんじん  えのき  しめじ  干ししいたけ  豆腐  油揚
げ  ねぎ  しょうゆ

745 27.2 3.5
  いか  でん粉  なたね油  キャベツ  にんじん  コーン  もやし
切干しだいこん  ごま油  サラダ油  穀物酢  しょうゆ  ねぎ
ラー油  三温糖

栄  養  価

22 金 牛乳

  精米  米粒麦  サラダ油  鶏肉  にんじん  たまねぎ  マッシュ
ルーム  セロリ  しょうゆ  バター

821 28.5 4.1

  (果汁（アップル、白ぶどう、パイン、ピーチ）、砂糖など)

  ホキ  でん粉  薄力粉  サラダ油  たまねぎ  穀物酢  三温糖
しょうゆ  洋からし

  コーン  キャベツ  にんじん  きゅうり  たまねぎ  サラダ油  穀
物酢  三温糖

日 曜 献　立　名 主  な  食  品

6月　新座市立第六中学校学校給食献立表

25 月 牛乳

  精米  米粒麦  サラダ油  ごま油  にんにく  しょうが  キムチ
(白菜、大根、唐辛子、にんにくなど)  豚肉  干ししいたけ  ねぎ
にら  しょうゆ  鶏卵


