
校長　　　　   田中　悟

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）

きつねうどん

チーズ入り竹輪のカレー揚げ

炊き込みキムチチャーハン

ワンタンスープ

ゴボウのぺペロンチーノ

ミネストローネ

豆腐ドーナッツ

きんぴらご飯

あじの磯フライ

じゃこ豆サラダ

コーンピラフ

タンドリーチキン

小松菜とツナのサラダ

チンジャオロース麺

杏仁豆腐

麦ご飯・ひじきふりかけ

鯖の味噌煮

豚汁

きなこ揚げパン

ポトフ

鶏ネギ丼

じゃが芋の味噌汁

マーボー大根丼

アジサイゼリー

けんちんうどん

みそポテト

炊き込みしゃくし菜チャーハン

小松菜と春雨のスープ

ソフール　ストロベリー

ベーコンときのこの和風スパゲ
ティ

ポパイスープ

にんじんのマドレーヌ

  鶏肉  にんにく  しょうが  トマトケチャップ  ヨーグルト  カ
レー粉  米サラダ油

  米サラダ油  鶏肉  ベーコン  にんじん  ホールコーン缶  緑豆
はるさめ  こいくちしょうゆ  ほうれんそう  鶏卵

木 牛乳

  米サラダ油  鶏肉  にんじん  たまねぎ  じゃがいも  キャベツ
かぶ  マッシュルーム

11 金 牛乳

15 火 牛乳

  地粉うどん  ごま油  鶏肉  だいこん  にんじん  ごぼう  黒こん
にゃく  油揚げ  ねぎ  こまつな

6月　新座市立第六中学校学校給食献立表

  米サラダ油  鶏肉  にんじん  ねぎ  もやし  だいこん  たけのこ
しょうが  にら  ウェーブワンタン  ごま油

  サイダー  アガー  上白糖  ぶどうジュース

牛乳

845

1

令和3年度

16 水

曜

火

日

水

17

  じゃがいも  薄力粉  でん粉  鶏卵  なたねサラダ油  三温糖  西
京みそ

3.2

815

760

  蒸し中華めん(小麦粉、塩、かんすい)  ごま油  米サラダ油  に
んにく  しょうが  トウバンジャン  豚もも  たけのこ  たまねぎ
にんじん  みそ  オイスターソース  三温糖  トマトケチャップ
ピーマン  でん粉

  精米  米粒麦  芽ひじき  しらす干し  ゆかり  白ごま

  牛乳  クリーム  上白糖  ラム  粉寒天  みかん缶

月

14 月 牛乳

  精米  米粒麦  米サラダ油  トウバンジャン  しょうが  にんに
く  干ししいたけ  ねぎ  豚ひき肉  大豆  にんじん  てんめん
ジャン  みそ  三温糖  だいこん  でん粉  にら  ごま油

牛乳

牛乳

牛乳

4.0

31.5

3.832.2

3.1

33.4牛乳

  たまねぎ  じゃがいも  わかめ  えのきたけ  油揚げ  ねぎ  こま
つな  みそ

9

  精米  米粒麦  鶏肉  しょうが  にんにく  でん粉  薄力粉  なた
ねサラダ油  米サラダ油  たまねぎ  ねぎ  三温糖  七味とうがら
し(赤唐辛子、黒ごま、青のり、山椒など)

4 金

2

3 木

7

火

10 木

8

  スパゲッティ  米サラダ油  にんにく  とうがらし輪切り  オ
リーブオイル  ベーコン  ごぼう

  オリーブオイル  にんにく  ベーコン  にんじん  たまねぎ
キャベツ  セロリー  ホールトマト缶  じゃがいも  中濃ソース
三温糖  大豆

  あじフィーレ  薄力粉  鶏卵  白ごま  青のり  パン粉  なたねサ
ラダ油  中濃ソース

  大豆  ちりめんじゃこ  ごま油  にんじん  もやし  切干しだい
こん  キャベツ  なたねサラダ油  穀物酢  洋からし  三温糖  た
まねぎ  白ごま

水 牛乳

  精米  米粒麦  米サラダ油  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、にんじんなど）  豚ひき肉  干
ししいたけ  ねぎ  にら  鶏卵

  こまつな  きゅうり  キャベツ  米サラダ油  穀物酢  上白糖  レ
モン汁  彩花しょうゆ  ツナ

  さば切り身  しょうが  ねぎ  みそ  三温糖

  米サラダ油  豚もも  黒こんにゃく  ごぼう  にんじん  だいこ
ん  じゃがいも  油揚げ  木綿豆腐  こまつな  ねぎ  みそ

  ツイストパン(小麦粉、砂糖、脱脂粉乳など)  なたねサラダ油
きな粉　国産  三温糖

29.0

4.6

献　立　名

  薄力粉  ベーキングパウダー  鶏卵  牛乳  バター  上白糖  木綿
豆腐  なたねサラダ油  きな粉

  精米  米粒麦  米サラダ油  鶏肉  ごぼう  にんじん  油揚げ  三
温糖

栄  養  価

756 35.7牛乳

主  な  食  品

  地粉うどん  若鶏  にんじん  ねぎ  こまつな  油揚げ  干ししい
たけ  七味とうがらし(赤唐辛子、黒ごま、青のり、山椒など)
三温糖

  柱状チーズ  焼き竹輪(すり身、でん粉、砂糖など)  薄力粉  鶏
卵  カレー粉  なたねサラダ油

牛乳

牛乳

30.2 4.0753

3.9

3.736.8

30.6

843

866

  精米  米粒麦  米サラダ油  バター  ベーコン  たまねぎ  セロ
リー  にんじん  マッシュルーム  ホールコーン

864

  スパゲッティ  オリーブオイル  にんにく  マッシュルーム  え
のきたけ  エリンギ  ベーコン  たまねぎ  米サラダ油  バター
こまつな

  薄力粉  無塩バター  三温糖  にんじん  鶏卵  ベーキングパウ
ダー  はちみつ

3.9

753

768 23.8 2.7

804

36.7 3.3858

26.8

31.8

4.3

26.5 3.6

  精米  米粒麦  ごま油  米サラダ油  しょうが  にんにく  豚ひき
肉  にんじん  ねぎ  刻みしゃくし菜漬  鶏卵　シュリンク包装

757  ホールコーン  にんじん  たまねぎ  緑豆はるさめ  こまつな

　（脱脂粉乳、いちご果汁、砂糖、ゼラチン、寒天など）

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7日（月）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　　　　   田中　悟

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）

味噌カツ丼

かき玉汁

カリカリ梅わかめご飯

白身魚の葱マヨ焼き

こまつなと油揚げのみそ汁

もやしラーメン

ツナ餃子

カレーライス

わかめサラダ

ひじきご飯

さばの塩焼き

ごまあえ   こまつな  にんじん  もやし  三温糖  白ごま

ミートチーズドック

スパイシーポテト

野菜スープ

回鍋肉丼

中華風コーンスープ

平均 806 31.8 3.8

  精米  米粒麦  米サラダ油  鶏肉  にんじん  油揚げ  芽ひじき
大豆  三温糖

  さば切り身28 月 牛乳

  ホキ  三温糖  ねぎ  マヨネーズ  白ごま

  じゃがいも  なたねサラダ油  チリパウダー  オールスパイス

25 金 牛乳

  給食用　精米（強化米入り）  米粒麦  鶏肉  米サラダ油  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  中濃ソース  ウスターソース  トマトケチャップ
ターメリック  ガラムマサラ  アップルソース  クリーム

6月　新座市立第六中学校学校給食献立表令和3年度

  わかめ  キャベツ  にんじん  きゅうり  ホールコーン缶  三温
糖  穀物酢  ごま油  たまねぎ  白ごま

780 31.6 3.8

  たけのこ  にんじん  ねぎ  クリームコーン缶  絹ごし豆腐  鶏
卵

  鶏肉  にんじん  たまねぎ  キャベツ  こまつな

30 水 牛乳

  精米  米粒麦  豚肉  米サラダ油  しょうが  にんにく  トウバン
ジャン  とうちみそ(醤油、とうち、にんにく、砂糖など)  キャ
ベツ  ピーマン  たまねぎ  にんじん  ねぎ  三温糖  てんめん
ジャン  でん粉

29 火 牛乳

  コッペパン（小麦粉、マーガリン、砂糖、脱脂粉乳など）  米
サラダ油  しょうが  にんにく  豚ひき肉  たまねぎ  切干しだい
こん  セロリー  トマトケチャップ  トマトピューレ缶  ウスター
ソース  中濃ソース  三温糖  パン粉  スライスチーズ

826 33.4 4.1

829

24 木 牛乳

  蒸し中華めん(小麦粉、塩、かんすい)  米サラダ油  ごま油
しょうが  にんにく  豚もも　脂無  にんじん  もやし  ホール
コーン缶  こまつな  ねぎ  オイスターソース

849 34.3 4.2

  ぎょうざの皮  ツナ  たまねぎ  切干しだいこん  マヨネーズ
なたねサラダ油

27.9 3.8

751 34.9 4.3

  たまねぎ  にんじん  じゃがいも  油揚げ  ねぎ  こまつな  みそ

栄  養  価

18 金 牛乳

  精米  米粒麦  鶏肉  薄力粉  鶏卵  パン粉  なたねサラダ油  ご
ま油  にんにく  三温糖  みそ  白ごま

846 37.7 3.9

  絹ごし豆腐  にんじん  でん粉  鶏卵  わかめ  こまつな  ねぎ

日 曜 献　立　名 主  な  食  品

21 月 牛乳

  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

793 3.331.0


