
献　立　表
（中学校用）

830kcal ８２０kcal

27～42g ３０.０mg

450mg ４５０mg

2019.5

砺波市学校給食センター

※献立は都合により変更になることがあります。

日 曜 献        立        名
食          品          名 基準量

中学校
主に体をつくる

もとになるもの

主にエネルギーの

もとになるもの

主に体の調子を整える

もとになるもの

エネルギー 905

シューマイの皮　ごまドレッシング カリフラワー　ブロッコリー　コーン たんぱく質 27.37 火
ハヤシライス　牛乳　ポークシューマイ 牛乳　ぶた肉 ごはん　油　じゃがいも にんにく　玉ねぎ　にんじん　しめじ　トマト

ごまドレッシングサラダ　こどもの日デザート こどもの日デザート カルシウム 322

8 水
ごはん　牛乳　白えびと大豆のカリカリあげ 牛乳　大豆　白えび ごはん　油　でんぷん　さとう 小松菜　もやし　にんじん　生しいたけ エネルギー 756

こんぶ　油あげ そうめん 玉ねぎ　ねぎ たんぱく質 27.2

こんぶあえ　大門そうめん汁 カルシウム 577

9 木
食パン　牛乳　とうふハンバーグのケチャップソース 牛乳　とうふ　とり肉 食パン　さとう　コーンスターチ 玉ねぎ　トマト　にんじん　きゅうり　コーン エネルギー 967

おから　ベーコン　わかめ じゃがいも　マヨネーズ もやし　ねぎ たんぱく質 25.8

ポテトサラダ　わかめスープ　ビーンズクリーム ビーンズクリーム カルシウム 463

エネルギー 814

うずら卵 コーンスターチ 玉ねぎ　たけのこ　白菜　干ししいたけ たんぱく質 30.310 金
ごはん　牛乳　ちくわの石がきあげ 牛乳　ちくわ　ぶた肉 ごはん　油　天ぷら粉　ごま きゅうり　キャベツ　にんじん　しょうが

即席漬け　八宝菜 カルシウム 364

13 月
麦入りゆかりごはん　牛乳　ベーコン巻き卵焼き 牛乳　卵　ベーコン 麦　ごはん　ごま油　こんにゃく しそ　ごぼう　にんじん　れんこん エネルギー 809

とうふ　みそ　わかめ さとう　ごま　じゃがいも さやいんげん　しめじ　玉ねぎ　ねぎ たんぱく質 25.0

きんぴらごぼう　みそ汁 カルシウム 337

14 火
ごはん　牛乳　鮭の竜田あげ 牛乳　鮭　ぶた肉 ごはん　油　でんぷん　さとう しょうが　アスパラガス　もやし　白菜キムチ エネルギー 784

とうふ ごま にんじん　白菜　干ししいたけ　ねぎ たんぱく質 34.0

グリーンアパラガスのごまだれ　キムチ汁 カルシウム 317

エネルギー 763

いわし マヨネーズ　じゃがいも にんじん　ブロッコリー　玉ねぎ　干ししいたけ たんぱく質 29.515 水
ごはん　牛乳　回鍋肉 牛乳　ぶた肉　みそ ごはん　ごま油　さとう しょうが　にんにく　キャベツ　たけのこ

ゆでブロッコリー　コンソメスープ　アーモンド小魚 アーモンド コーン　パセリ カルシウム 339

16 木
減量コッペパン　ソフト麺のミートソースかけ　牛乳 牛乳　ぶた肉　チーズ コッペパン　ソフト麺　油 にんにく　しょうが　玉ねぎ　にんじん エネルギー 918

さとう　コーンスターチ　マカロニ エリンギ　トマト　かぼちゃ　コーン　小松菜 たんぱく質 35.2

かぼちゃのグラタン　コーンあえ もやし カルシウム 424

17 金
ごはん　牛乳　いわしのカリカリあげ 牛乳　いわし　ぶた肉 ごはん　油　ごま油　さとう 小松菜　もやし　にんじん　にんにく エネルギー 795

じゃがいも　こんにゃく 玉ねぎ　たけのこ　しめじ　さやいんげん たんぱく質 25.1

野菜のナムル　たけのこのうま煮 カルシウム 432

エネルギー 723

ぶた肉　ベーコン　とうふ マヨネーズ ブロッコリー　きゅうり　アスパラガス　玉ねぎ たんぱく質 26.520 月
おにぎり　焼きそば　牛乳　 わかめ　のり　牛乳 ごはん　油　中華麺 もやし　キャベツ　にんじん　ピーマン

マヨネーズサラダ　ベーコンスープ　プルーンヨーグルト プルーンヨーグルト 白菜　干ししいたけ　たけのこ　ねぎ カルシウム 403

21 火
ごはん　牛乳　ギョウザフライ 牛乳　ぶた肉　わかめ ごはん　油　ギョウザの皮 キャベツ　玉ねぎ　にんじん　にら　黄パプリカ エネルギー 834

とうふ パン粉　ドレッシング　ごま油 もやし　ブロッコリー　にんにく　しょうが　ねぎ たんぱく質 31.4

もやしとわかめのドレッシングあえ　マーボーどうふ コーンスターチ たけのこ　干ししいたけ カルシウム 364

22 水
ごはん　牛乳　いわしの梅煮 牛乳　いわし　とり肉 ごはん　さとう　こんにゃく 梅　小松菜　キャベツ　にんじん　玉ねぎ エネルギー 781

高野どうふ　卵 じゃがいも しめじ　さやいんげん たんぱく質 32.7

三色ひたし　親子煮 カルシウム 564

エネルギー 902

白いんげん豆 春雨　さとう　ごま油 たんぱく質 26.623 木
はちみつパン　牛乳　えびフライ 牛乳　えび　ベーコン はちみつパン　油　パン粉 にんじん　もやし　きゅうり　コーン　玉ねぎ

バンサンスー　ビーンズチャウダー 生クリーム じゃがいも　米粉 カルシウム 370

24 金
ごはん　牛乳　厚あげの肉みそかけ 牛乳　厚あげ　ぶた肉 ごはん　さとう　コーンスターチ しょうが　切干し大根　小松菜　きゅうり エネルギー 802

みそ　とうふ ごま　ふ　シフォンケーキ にんじん　玉ねぎ　生しいたけ　ねぎ たんぱく質 28.3

はりはり漬け　すまし汁　シフォンケーキ カルシウム 490

27 月
麦入りごはん　牛乳　豚肉とレバーの甘辛からめ 牛乳　ぶた肉　レバー 麦　ごはん　油　でんぷん しょうが　きゅうり　もやし　キャベツ　しそ エネルギー 824

油あげ　みそ さとう 大根　玉ねぎ　にんじん　ねぎ たんぱく質 31.3

ゆかり漬け　みそ汁 カルシウム 332

エネルギー 746

ひじき ごま　さとう　ごま油 にら たんぱく質 24.528 火
ごはん　牛乳　コロッケ 牛乳　ぶた肉　とうふ ごはん　油　じゃがいも　パン粉 玉ねぎ　小松菜　もやし　にんじん　しめじ

ごまひたし　中華風とうふ汁　ひじきふりかけ カルシウム 382

29 水
わかめごはん　牛乳　焼きししゃも わかめ　牛乳　ししゃも ごはん　ごま油　さとう アスパラガス　キャベツ　きゅうり　 エネルギー 731

ぶた肉　厚あげ　大豆 じゃがいも　こんにゃく ブロッコリー　にんじん　玉ねぎ たんぱく質 30.4

グリーンサラダ　ぶた肉と厚あげのうま煮 さやいんげん カルシウム 507

30 木
米粉パン　牛乳　千草焼き 牛乳　卵　ベーコン 米粉パン　じゃがいも　油 にんじん　ねぎ　玉ねぎ　にんにく エネルギー 774

キャベツ　白菜　もやし　コーン　生しいたけ たんぱく質 26.8

ジャーマンポテト　野菜スープ カルシウム 340

エネルギー 836

ぶた肉 ごま油　じゃがいも　こんにゃく 玉ねぎ　しめじ　さやいんげん たんぱく質 28.931 金
ごはん　牛乳　鯖の甘みそかけ 牛乳　鯖　みそ　海そう ごはん　さとう　コーンスターチ しょうが　にんじん　ブロッコリー　キャベツ

海そうサラダ　カレー肉じゃが 油 カルシウム 302

今月の地場産食材の紹介

生しいたけにら しめじ折り菜

県民ふるさとの日献立

となみたっぷり献立

大豆

こどもの日

お祝い献立

キャベツ 玉ねぎ


