
令和2年6月給食こんだて
1 平成26年04月

倉敷市立児島小学校

日

付
献立名

食品の主なはたらき エネルギー(kcal)

エネルギーのもとになる 体をつくるもとになる 体の調子を整えるもとになる その他 たんぱく質(g)
給食写真

1
(月)

パン　牛乳　チリコンカン　じゃが
いものサラダ　角チーズ

コッペパン　サラダ油　上白糖　じゃ
がいも

牛乳　だいず　ひよこ豆水煮　牛肉ミ
ンチ　豚肉ももミンチ　ベーコン　ロー
スハム千切り　角チーズ

たまねぎ　にんじん　トマトホール　きゅうり
ピクルス

パン袋代(クラス）　加工賃　（クラス分け）
食塩　こしょう　白　ローリエ　ケチャップ
ピューレー　ウスターソース　チリパウダー
赤ワイン　水　ノンエッグマヨネーズ小袋

736

33.1

2
(火)

ごはん　牛乳　若鶏の梅みそ焼き
キャベツのおかかあえ　ふわふわ
大豆入りすまし汁

精白米 牛乳　若鶏肉もも  カツ用　糸がつお
大豆の華　豆腐

しそ葉　ねり梅　キャベツ　にんじん　たま
ねぎ　ねぎ

赤みそ　酒　みりん　しょうゆ　削りぶし（だ
し）　だし昆布　食塩　水 619

27

3

しょうが　ねぎ　りょくとうもやし　こまつな
にんじん　たまねぎ

(水)

ごはん　牛乳　あじの薬味ソース
かけ　もやしのからしあえ　じゃが
いものみそ汁

精白米　でん粉　油　上白糖　じゃ
がいも

牛乳　あじ　切身　豆腐　油揚げ 食塩　こしょう　白　しょうゆ　みりん　酒
水　洋からし　粉　酢　煮干し（だし）　中み
そ　赤みそ

641

26.8

4

にんにく　たまねぎ　にんじん　マッシュ
ルーム　レトルト　アスパラガス　パセリ　こ
まつな　キャベツ　ホールコーン　冷凍
ひゅうがなつ

加工賃　（クラス分けめん）　白ワイン　食
塩　こしょう　白　ホワイトルウ　クリームポ
タージュ　水　ノンオイルドレッシング

(木)

シーフードスパゲッティ　牛乳　こ
まつなのサラダ　日向夏

ソフトめん　サラダ油 短冊いか　（１×３）　ベーコン　調理
用牛乳　粉チーズ　牛乳　塩蔵くきわ
かめ

647

27.3

5
(金)

ごはん　牛乳　じゃがいものそぼ
ろ煮　寒天の酢の物

精白米　サラダ油　じゃがいも　三
温糖　上白糖

牛乳　牛肉ミンチ　サラダ用糸寒天
塩蔵くきわかめ　しらす干し 小

にんじん　たまねぎ　さやいんげん 生　きゅ
うり　りょくとうもやし

しょうゆ　酒　みりん　酢
594

18.7

8
637

(月)

ソーイブレッド　牛乳　じゃがいも
のチーズ焼き　ミネストラスープ
小魚のあまからめ（個袋）

ソーイブレッド　じゃがいも　サラダ
油　シェルマカロニ

牛乳　ロースハム千切り　ミックス
チーズ　ベーコン　パリッシュ

たまねぎ　青ピーマン　にんにく　にんじん
セロリー　トマトホール　パセリ

パン袋代(クラス）　加工賃　（クラス分け）
こしょう　白　食塩　グラタン皿　９０ｍｍ　チ
キンブイヨン　水

28.1

9
(火)

ごはん　牛乳　ホキのピリ辛揚げ
きゅうりの中華あえ　華風スープ

精白米　でん粉　油　上白糖　ごま
油　マロニー

牛乳　ホキ角切り　だいず　豚肉もも
豆腐

しょうが　りょくとうもやし　きゅうり　生きくら
げ　にんじん　たまねぎ　ねぎ

食塩　こしょう　白　酒　みりん　しょうゆ　ト
ウバンジャン　水　酢　チキンブイヨン 631

25.9

10

しょうが　きゅうり　キャベツ　にんじん　た
まねぎ　えのきたけ　ねぎ

みりん　しょうゆ　酢　食塩　削りぶし（だし）
だし昆布　水

(水)

とりめし　牛乳　酢の物　豆腐のす
まし汁

精白米　上白糖 若鶏肉もも  きざみ　もみのり　個袋
牛乳　豆腐　塩蔵わかめ 588

23.5

11
(木)

パン　牛乳　ビーフシチュー　ごぼ
うのサラダ

コッペパン　サラダ油　じゃがいも
バター　上白糖

牛乳　牛肉もも角切り　生クリーム たまねぎ　にんじん　マッシュルーム　レト
ルト　グリンピース　冷凍　ごぼう　さやいん
げん 生

パン袋代(クラス）　加工賃　（クラス分け）
赤ワイン　ローリエ　デミグラスソース　ケ
チャップ　ピューレー　ウスターソース　食
塩　こしょう　黒、粉　水　ノンエッグマヨ
ネーズ小袋

690

28.8

12
(金)

ごはん　牛乳　さわらの塩焼き
大根の酢の物　夏けんちん

精白米　上白糖　ごま油　つきこん
にゃく

牛乳　さわら　しらす干し 小　しぼり豆
腐　油揚げ

だいこん　きゅうり　ゆず　果汁　にんじん
ごぼう　かぼちゃ　ねぎ

食塩　しょうゆ　酢　煮干し（だし）　みりん
水 604

26.5

15
(月)

連島バーガー　牛乳　じゃがいも
入り野菜スープ　黒豆小袋

コッペパン　上白糖　でん粉　じゃ
がいも

若鶏肉もも  カツ用　牛乳　ベーコン
ロースト黒まめ　小袋

しょうが　ごぼう　にんじん　青ピーマン　た
まねぎ　レタス　パセリ

加工賃（丸パン）　加工賃（スライス横）　パ
ン袋代(クラス）　加工賃　（クラス分け）　食
塩　こしょう　白　しょうゆ　みりん　水　ノン
エッグタルタルソース　チキンブイヨン

668

30.7

16

しょうゆ　みりん　酒　酢
618

(火)

ごはん　牛乳　いりどり　大豆とわ
かめの酢の物　味つけのり

精白米　サラダ油　こんにゃく　じゃ
がいも　三温糖　上白糖　ごま油

牛乳　若鶏肉　むね　きざみ　ちくわ
冷凍だいず　下津井産乾燥わかめ
しらす干し 小　味付けのり

にんじん　ごぼう　乾しいたけ　さやいんげ
ん 生　しょうが　こまつな

26.3

17
(水)

玄米入りごはん　牛乳　イシモチ
ジャコの空揚げ　きんぴら　豆腐と
わかめのみそ汁

アルファー化玄米　精白米　油　つ
きこんにゃく　サラダ油　上白糖

牛乳　イシモチジャコ粉付　さつま揚げ
豆腐　油揚げ　下津井産乾燥わかめ

ごぼう　にんじん　さやいんげん 生　たまね
ぎ　えのきたけ　ねぎ

加工賃（玄米加工賃）　食塩　みりん　しょ
うゆ　一味　煮干し（だし）　中みそ　白みそ
水

614

23.6

18
(木)

サラダうどん　牛乳　ごぼうと塩昆
布の天ぷら　ケーキ

学校給食用うどん　上白糖　　小麦
粉　油　ケーキ

まぐろ　水煮　ひじき　牛乳　塩昆布 しょうが　キャベツ　きゅうり　にんじん
ホールコーン　冷凍　ごぼう

加工賃　（クラス分けめん）　しょうゆ　めん
つゆ 689

20.9

19

しょうゆ　みりん　酒　削りぶし（だし）　水
食塩　酢 602

(金)

連島ごぼう丼　牛乳　キャべツの
甘酢あえ　冷凍みかん

精白米　上白糖 豚肉もも　牛乳　しらす干し 小　ひじき にんにく　しょうが　ごぼう　にんじん　さや
いんげん 生　キャベツ　冷凍みかん

23.2

22
(月)

パン　牛乳　豆腐のカレーいため
煮　野菜チップス　清水白桃ゼ
リー

コッペパン　サラダ油　上白糖　で
ん粉　じゃがいも　油

牛乳　豚肉もも　豆腐 にんにく　にんじん　たまねぎ　たけのこ
ゆで　乾しいたけ　チンゲンサイ　ごぼう
白桃ゼリー

パン袋代(クラス）　加工賃　（クラス分け）
カレー粉　酒　しょうゆ　みりん　食塩 669

27.2

23
(火)

ごはん　牛乳　やき肉　チンゲン
サイと卵スープ　プルーン

精白米　サラダ油　でん粉 牛乳　豚肉ロースカツ用　ベーコン
豆腐　卵

キャベツ　赤ピーマン　青ピーマン　たまね
ぎ　にんにく　しょうが　にんじん　すりおろ
しりんご　生きくらげ　チンゲンサイ　プルー
ン個袋

食塩　こしょう　白　ケチャップ　しょうゆ　ウ
スターソース　みりん　一味　チキンブイヨ
ン　水

721

28.5

24
(水)

ごはん　牛乳　いかの煮つけ
きゅうりの梅肉あえ　茎わかめの
みそ汁

精白米　上白糖 牛乳　いか切身　糸がつお　豆腐　油
揚げ　塩蔵くきわかめ

きゅうり　キャベツ　ねり梅　たまねぎ　にん
じん　ねぎ

酒　しょうゆ　みりん　煮干し（だし）　中み
そ　白みそ　水 574

26.9

25

きゅうり　トマト　たまねぎ　さやいんげん
生　にんじん　しょうが　レタス

パン袋代(クラス）　加工賃　（クラス分け）
食塩　こしょう　白　酢　しょうゆ　チキンブイ
ヨン　水

590

(木)

パン　牛乳　若鶏のラビッコット
ソースかけ　いんげんソテー　レタ
スのスープ

コッペパン　上白糖　サラダ油 牛乳　若鶏肉もも  カツ用　ベーコン

27.4

26

ハヤシルウ　ケチャップ　ウスターソース
チキンブイヨン　赤ワイン　ローリエ　食塩
こしょう　白　水　しそドレッシング

691

(金)

まめまめハヤシ　牛乳　ひじき入り
サラダ　ヨーグルト

精白米　サラダ油　じゃがいも 牛肉スライス　だいず　調製豆乳　牛
乳　ひじき　しらす干し 小　ヨーグルト

にんにく　たまねぎ　にんじん　グリンピー
ス　冷凍　キャベツ

26.3

29
692

(月)

パン　牛乳　さけのオニオンガー
リックソースかけ　粉ふきいも
コーンスープ　甘夏ゼリー

コッペパン　サラダ油　じゃがいも
甘夏ゼリー

牛乳　さけ　ベーコン　冷凍手芒豆 たまねぎ　にんにく　しょうが　にんじん
キャベツ　ホールコーン　冷凍　パセリ　冷
凍 黄桃

パン袋代(クラス）　加工賃　（クラス分け）
加工賃（丸パン）　食塩　こしょう　白　酒
みりん　しょうゆ　すて塩　チキンブイヨン
水

30

30

にんじん　たまねぎ　にがうり　りょくとうも
やし　こまつな　キャベツ　シイクワシャー
果汁　冷凍パイナップル

酒　食塩　こしょう　白　しょうゆ　オイス
ターソース　中みそ　酢 591

(火)

ごはん　牛乳　ゴーヤチャンプ
ルー　小松菜とツナのサラダ　冷
凍パイン

精白米　ごま油　上白糖 牛乳　豚肉もも　豆腐　まぐろ　水煮

24

※　特定原材料7品目（卵・乳・小麦・えび・かに・ピーナッツ・そば）を使用しない献立の日（飲用牛乳を除く）：２日、３日、５日、９日、１０日、１２日、 １５日、１６日、１７日、１９日、２２日、２４日、２５日、２９日、３０日

※献立は、材料その他の都合により変更することがあります。


