
６月の給食目標
「衛生に気をつけて食べよう」

令和２年度

あ　　か き　い　ろ み　ど　り
血や肉になるもの 力や熱になるもの 体の調子をととのえるもの

鶏肉の唐揚げ わかめ　鶏肉　かにかま 米　麦　片栗粉　油 しょうが　にんにく　しめじ

春雨サラダ 木綿豆腐 春雨　砂糖 人参　ごぼう　大根　パイン 857

けんちん汁　果物 油揚げ　牛乳 里芋　ドレッシング キャベツ　きゅうり kcal

鮭のマヨネーズ焼き 鮭　ひじき　竹輪 米　麦　マヨネーズ　 玉ねぎ　マッシュルーム　コーン

ひじきの炒り煮 みそ こんにゃく　油　砂糖 人参　さやえんどう　しめじ 747

みそ汁　果物 牛乳 油揚げ スナックエンドウ　バナナ kcal

魚フライタルタルソース たら　卵　ウインナー パン　小麦粉　パン粉 キャベツ　カリフラワー

カリフラワーのサラダ 冷あさり　牛乳 油　タルタルソース　 人参　きゅうり　玉ねぎ 850

ポトフ　果物 ミートボール マヨネーズ　ドレッシング オレンジ kcal

さわらの韓国風味焼き 鰆　みそ　豚肉　 米　麦　砂糖　油 人参　スナックエンドウ　

肉じゃが 挽き割り大豆　みそ じゃがいも　しらたき 玉ねぎ　ごぼう　大根 814

呉汁　果物 豆乳　牛乳 里芋　こんにゃく えのきだけ　ねぎ　バナナ kcal

酢豚 豚肉　わかめ　しらす 米　麦　片栗粉　酒 にんにく　しょうが　玉ねぎ　にんにく　人参

わかめとツナのアーモンド和え ベーコン　牛乳 油　じゃがいも　砂糖 竹の子　ピーマン　きくらげ　きゅうり 800
白菜とベーコンのスープ　果物 アーモンド　ケチャップ　酢 コーン　キャベツ　白菜　小松菜　キウイ kcal

豚肉の卵炒め 卵　豚肉　わかめ 米　麦　油　コンソメ 玉ねぎ　人参　コーン　さやいんげん

枝豆ときゅうりのサラダ ビーンズミックス　豆腐 ドレッシング　タルト 枝豆　キャベツ　山菜ミックス 745

山菜のみそ汁  焼プリンタルト ささみフレーク　みそ　牛乳 きゅうり kcal

カツオフライ カツオ　卵　牛乳 米　麦　小麦粉　中華だし かぼちゃ　オクラ　人参

かぼちゃとオクラの煮物 パン粉　油　砂糖 きくらげ　ねぎ　白菜 808

春雨スープ　果物 ごま　ソース　春雨 パイナップル kcal

ささみのレモン醤油かけ ささみ　さつま揚げ 米　麦　片栗粉　酒 しょうが　レモン汁　わらび

わらびの卵とじ 豆腐　卵　牛乳 油　砂糖　ごま油 小松菜　玉ねぎ　干し椎茸 797

豆腐とトマトのスープ　果物 中華だし ねぎ　トマト　バナナ kcal

海藻とれんこんのサラダ シーフードミックス 米　麦　じゃがいも　油　ナタデココ 人参　玉ねぎ　蓮根水煮

フルーチェ ツナ　海藻ミックス　 カレールウ　ケチャップ　フルーチェ きゅうり　コーン　パイン缶 861

牛乳 ソース　マヨネーズ　ドレッシング みかん缶 kcal

花野菜サラダ 豚肉　卵　レンズ豆 中華麺　油　マヨネーズ キャベツ　もやし　人参　きゅうり

グリーンピースのポタージュ 生クリーム　牛乳 ドレッシング　バター ピーマン　玉ねぎ　ブロッコリー　カリフラワー 804

ミルメークいちご 焼きそばソース　コンソメ　ミルメーク グリーンピース　オニオンソテー kcal

イワシの梅煮 いわしの梅煮　さきいか 米　麦　砂糖　油　ごま油 キャベツ　きゅうり　大根

かみかみサラダ 牛乳 酢　焼麩 セロリー　小松菜　玉ねぎ 770

青菜のすまし汁　果物 人参　オレンジ kcal

揚げ餃子　 豚肉　凍り豆腐　さつま揚げ 米　麦　油　こんにゃく 人参　干し椎茸

凍り豆腐の含め煮 桜エビ　ふりかけ　牛乳 砂糖　中華だし　餃子の皮 スナックエンドウ　青梗菜 740

青梗菜の桜えびスープ　果物 パイン　にら　キャベツ kcal

焼き肉　野菜の磯和え ふじざくらポーク小間　錦糸卵 米　麦　油　マヨネーズ キャベツ　玉ねぎ　にら　人参　

もずくスープ 刻み海苔　ほたて貝柱　もずく 片栗粉　焼き肉のたれ しめじ　ほうれん草　枝豆　 856

レモンヨーグルト 液卵　ヨーグルト　牛乳 ブロッコリー　あさつき kcal

ナムル ひよこ豆　豚挽肉 米　麦　油　片栗粉 干し椎茸　ねぎ　人参　コーン

ワンタンスープ 押し豆腐　牛乳 ごま油　ワンタン ほうれん草　もやし　ぜんまい水煮 751

果物 麻婆豆腐の素　ドレッシング にら　きくらげ　さくらんぼ kcal

イカフライ 鶏小間肉　油揚げ うどん　油　酢　ソース キャベツ　たまねぎ　ねぎ　人参

切り干し大根のマリネサラダ チーズ　イカ　牛乳 カレールウ　ナタデココ　 グリーンピース　切り干し大根　黄桃缶 743

フルーツ和え サイダー　小麦粉　パン粉 ピーマン　セロリー　マンゴー缶　みかん缶 kcal

ハンバーグデミソース ハンバーグ　わかめ 米　麦　バター　ソース　ごま たまねぎ　しめじ　マッシュルーム

わかめとツナのごま和え ツナ　ウインナー ケチャップ　ビーフシチュールウ　 キャベツ　コーン　きゅうり 795

ふわふわチーズスープ　果物 卵　粉チーズ　牛乳 パン粉　コンソメ　酢　砂糖 バナナ kcal

コロッケ　シーフードサラダ シーフードミックス　海藻ミックス 米　麦　油　ドレッシング キャベツ　ブロッコリー　ゆかり

コンソメスープ　 コロッケ　かにかま　ツナ缶 コンソメ　ソース 干し椎茸　小松菜　 822

フルーツヨーグルト ほたて貝柱　ヨーグルト　牛乳 マンゴー缶 kcal

鶏肉のエスカベージュ 鶏肉　ひじき　牛乳 パン　油　アーモンド トマト　玉ねぎ　赤ピーマン　黄ピーマン

アーモンド和え 砂糖　酢 ズッキーニ　キャベツ　ほうれん草　ミックスベジタブル 701

レタススープ　果物 人参　しめじ　レタス　干し椎茸　オレンジ kcal

枝豆シューマイ 鶏挽肉　木綿豆腐　わかめ 米　麦　砂糖　ごま油 ほうれん草　ごぼう　人参　

ごぼうの煮物　 絹ごし豆腐　炒り玉子　牛乳 こんにゃく　油　砂糖 玉ねぎ　干し椎茸　 909

すまし汁　びわゼリー シューマイ ゼリー kcal

春巻き　 ハム　錦糸玉子　 中華麺　砂糖　ごま きゅうり　もやし　干し椎茸

クレープ 生クリーム　刻み海苔 油　クレープ　冷やし中華スープ にら　人参 760

豚挽肉　牛乳 春雨　小麦粉 kcal

揚げ出し豆腐 豆腐　豚肉　わかめ　 米　麦　油　砂糖　片栗粉 干し椎茸　枝豆　きゅうり

春雨の酢の物 錦糸卵　つみれ　牛乳 春雨　酢 しめじ　あさつき　人参　大根 821

つみれ汁　果物 バナナ kcal

鶏肉の梅みそ焼き 鶏肉　豚肉　 米　麦　こんにゃく　 ごぼう　人参

五目きんぴら 油揚げ　みそ ごま油　ごま ピーマン　さやえんどう 764
ジャガイモのみそ汁　オレンジ 牛乳 じゃがいも　梅ジャム オレンジ kcal

食材料購入等の都合により献立名、材料等が変更になる場合があります。以上　２2回 平均

797

kcal

29 月 麦ごはん ○

30 火 麦ごはん ○

25 木
三色どんぶ

り
○

26 金 冷やし中華 ○

23 火
ゆかり
ごはん

○

24 水
はちみつ

パン
○

19 金
カレーうど

ん
○

22 月 麦ごはん ○

17 水 麦ごはん ○

18 木
麻婆豆腐ど

んぶり
○

15 月 麦ごはん ○

16 火 麦ごはん
（ふりかけ）

○

11 木
シーフード
カレーライ

ス
○

12 金 焼きそば ○

9 火 麦ごはん ○

10 水 麦ごはん ○

5 金 麦ごはん ○

8 月 麦ごはん ○

3 水
にんじん

パン
○

4 木 麦ごはん ○

1 月 わかめご飯 ○

2 火 麦ごはん ○

６月分 学 校 給 食 予 定 献 立 表 山梨県立やまびこ支援学校

日
曜
日

献立名 食品の種類とはたらき
エネルギー

主食 副食
牛
乳

6月が旬の果物にさくらんぼがあります。今回は、さくらんぼ農家をされている野澤先生のお宅にさくらんぼを注文します。楽しみにしていてください。

（カ
ル
シ
ウ
ム
た
っ
ぷ
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＆
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み
か
み
献
立
）


