
令和２年６月分
★はいぜんのかていでのしんがたコロナウイルスかんせんぼうしのため、しなかずのすくないこんだてからかいしします。

★しるしのこんだてには、かたぬきにんじんがはいっています。

ねつやちからになる ちやにくをつくる からだのちょうしをととのえる

こめ・パン・めん・さとう・あぶらなど
ぎゅうにゅう・にく・さかな・

まめ・かいそうなど
やさい・くだもの・きのこなど

しゅしょく ごはん こめ

しゅさい さわらのスタミナやき さとう さわら しょうが　にんにく しょうゆ　みりん　豆板醤

しるもの ワンタンスープ ごまあぶら ワンタン　なると　ぶたにく
にんじん　チンゲンサイ　ねぎ
だいずもやし

こしょう　中華スープ　塩
がらスープ　しょうゆ

しゅしょく ごはん こめ

しゅさい しせんどうふ
さとう　あぶら　かたくりこ
ごまあぶら

ぶたにく　とうふ
たけのこ　にんにく　ねぎ　にんじん
にら

しょうゆ　豆板醤
中華スープ

しゅさい ふかやねぎぎょうざ②
ぶたのあぶら　さとう　あぶら
こむぎこ　でんぷん

とりにく　だいずこ キャベツ　ねぎ　にら　しょうが しょうゆ　塩　チキンエキス

ﾃﾞｻﾞｰﾄ さくらんぼ② さくらんぼ

しゅしょく ごはん こめ

しゅさい さばのみそに さとう　でんぷん さば　みそ

しるもの さいのくにすましじる とうふ　わかめ　かまぼこ えのき　ねぎ　にんじん 酒　塩　しょうゆ　かつお節

ﾃﾞｻﾞｰﾄ れいとうパインアップル シロップ パインアップル

ソフトめん こむぎこ 塩

ミートソース オリーブオイル　さとう ぶたにく　だいず
にんじん　たまねぎ　にんにく
セロリ　マッシュルーム　パセリ
トマト

こしょう　コンソメ　塩
ウスターソース　ベイリーフ
ケチャップ

しゅさい オムレツ でんぷん　さとう　あぶら たまご 塩　酢

しゅしょく ごはん こめ

しゅさい にくだんごのあまずあん②
パンこ　さとう　ごまあぶら
あぶら

とりにく　だいずこ たまねぎ
しょうゆ　酢　チキンエキス
塩

しるもの ごもくスープ かたくりこ　ごまあぶら ぶたにく　とうふ
たまねぎ　えのき　にんじん
チンゲンサイ　たけのこ

中華スープ　こしょう　塩
しょうゆ

しゅしょく ごはん こめ

しゅさい トビウオのたつたあげ あぶら　かたくりこ　さとう トビウオ しょうが しょうゆ　みりん

ふくさい グリーンサラダ さとう　あぶら キャベツ　きゅうり 塩　こしょう　酢

しるもの いもだんごじる じゃがボール　あぶら とりにく　みそ
えのき　ごぼう　だいこん　にんじん
ねぎ

かつお節

しゅしょく ツイストパン こむぎこ　さとう　あぶら スキムミルク 塩

コロッケ
パンこ　こむぎこ　でんぷん
さとう　あぶら

とうにゅう　ゼラチン たまねぎ　とうもろこし 塩

ボトルソース ソース

ふくさい ほうれんそうのソテー あぶら ほうれんそう　とうもろこし　エリンギ 塩　こしょう　しょうゆ

しるもの ★にくだんごのトマトスープ さとう ミートボール
セロリ　たまねぎ　にんじん　トマト
にんにく　やさいペースト
マッシュルーム

ケチャップ　ベイリーフ　塩
コンソメ　がらスープ
こしょう

ﾃﾞｻﾞｰﾄ レモンゼリー さとう　みずあめ レモンかじゅう

しゅしょく ごはん こめ

しゅさい スタミナやきにく あぶら　さとう ぶたにく　みそ
もやし　たけのこ　キャベツ　にら
ねぎ　にんにく　しょうが　たまねぎ

酒　しょうゆ　唐辛子

しゅさい とうふしゅうまい②
こむぎこ　ぶたのあぶら
かたくりこ　さとう

ぶたにく　とりにく　とうふ たまねぎ　しょうが 塩　しょうゆ　こしょう

ふくさい ひじきのいろどりサラダ イタリアンドレッシング ひじき えだまめ　とうもろこし　にんじん

しゅしょく ごはん こめ

しゅさい こうやどうふのごもくいため あぶら　さとう
ぶたにく　こうやどうふ
さつまあげ

にんじん　たまねぎ　いんげん
たけのこ

かつおだし　酒　塩
しょうゆ

しゅさい はるまき
あぶら　はるさめ　こむぎこ
ぶたのあぶら　でんぷん
さとう こめこ

ぶたにく
たまねぎ　にんじん　キャベツ
しょうが　しいたけ

しょうゆ　塩

ふくさい はるさめサラダ
はるさめ　さとう　あぶら
ごまあぶら　ごま

にんじん　きゅうり　もやし 酢　からし粉　しょうゆ

しゅしょく ごはん こめ

しゅさい ハンバーグオニオンソース
さとう　あぶら　パンこ
でんぷん

とりにく　ぶたにく　だいずこ にんにく　たまねぎ しょうゆ　コンソメ　塩　酒

ふくさい さんしょくあえ ごまあぶら ほうれんそう　もやし　にんじん しょうゆ　塩

しるもの やさいスープ ウィンナー
たまねぎ　にんじん　とうもろこし
マッシュルーム　パセリ　キャベツ

コンソメ　塩　がらスープ
こしょう　しょうゆ

ホットちゅうかめん こむぎこ 塩

タンタンメン
ごまあぶら　さとう　ねりごま
ラーゆ

ぶたにく　みそ
にんじん　チンゲンサイ　もやし
ねぎ　きくらげ　しょうが　にんにく

豆板醤　しょうゆ　こしょう
がらスープ　中華スープ　塩

しゅさい とうふナゲット②
あぶら　さとう　こむぎこ
でんぷん

とうふ　とうにゅう
だいずこ　ぎょにくすりみ

たまねぎ　にんじん 塩

ふくさい キャベツのしおこんぶあえ ごまあぶら　ごま しおこんぶ キャベツ　にんじん 塩

しゅしょく ごはん こめ

しゅさい とりのてりやき さとう　かたくりこ とりにく 酒　みりん　しょうゆ

ふくさい ピリカラきゅうり きゅうり キムチの素　塩

しるもの えだまめごじる じゃがいも　あぶら　 ぶたにく　あぶらあげ　みそ
えだまめ　ごぼう　にんじん
だいこん　ねぎ

かつお節

24.5

牛乳

20.3牛乳

牛乳

23.4

せかいのりょうり　　～　ルーマニア　～

609 21.2
牛乳

しゅさい

今月(こんげつ)の世界(せかい)の料理(りょうり)はルーマニアです。ルーマニアはヨーロッパの南東部(なんとうぶ)にある黒海(こっかい)に面(めん)している国(くに)で、日本(にほん)と同(おな)じ4つの季節(き
せつ)があり、東北(とうほく)地方(ちほう)と似(に)た気候(きこう)だといわれています。今日(きょう)の給食(きゅうしょく)では、「チョルバ」と言(い)う具(ぐ)だくさんの煮込(にこ)みスープをトマトベースの味付(あじ
つ)けで提供(ていきょう)します。

よていこんだてひょう（小学校用）

はし
スプーン のみもの

たんぱくしつ
（グラム)

りょうりの
しゅるい

戸田市立学校給食センター

エネルギー
（キロカロリー)

日
　

曜日 しゅしょく　と　おかず

えいようかこんだてめい

調味料
ちょうみりょう

・その他
た

しょくひんめい

25
(木)

牛乳 714

17
(水） 572

22
(月)

牛乳 585

19
(金) 565

しゅしょく

23
(火）

566 24.8

628

16
(火)

牛乳 643 22.4

30.6

22.9

6/
15

(月）
牛乳

18
(木)

26
(金)

牛乳 588 24.0

24
(水)

牛乳 714 31.5

24.6

30
(火）

牛乳 585 31.2

29
(月)

牛乳

しゅしょく

633

※使用している材料についてすべて記載しているわけではありません。

アレルギー等で知りたい食品がありましたら、

給食センター栄養士までご相談ください。

※材料の入荷の都合により、献立を変更することがありますがご了承ください。

※給食センターでは、そば・キウイ・いくらの使用はありません。

戸田市立学校給食センター （442-5065）

 

６月分栄養価 

(15～30 日) 

エネルギー 

（kcal） 

たんぱく質 

（ｇ） 

脂質 

（ｇ） 

炭水化物 

（ｇ） 

塩分 

（ｇ） 

学校給食 

摂取基準 
650 21～33 14～22 80～110 ２.0 未満 

給食センター

平均 
61７ 25.1 20.３ 83.5 ２.3 


