
日 曜 主　　食 牛乳 お　　か　　ず
血や肉、骨や歯に
なる食品 （赤）

熱や力のもとに
なる食品 （黄）

からだの調子を
整える食品 （緑）

ｴﾈﾙｷﾞｰ
kcal

ﾀﾝﾊﾟｸ質
ｇ

じゃがいものそぼろ煮 牛乳　鶏肉　大豆 ごはん　じゃが芋 玉葱　人参　いんげん

彩の国なっとう のり 砂糖　油　でん粉 ほうれん草　キャベツ

磯香和え

しゃくし菜スパゲティー 牛乳　豚肉　卵 パン　スパゲティー しゃくし菜　玉葱　人参

オムレツ 油　バター　砂糖 ピーマン　にんにく　生姜

コールスローサラダ（コールスロードレッシング） でん粉 キャベツ　胡瓜　レモン

パイン

もずくの味噌汁 牛乳　豆腐　もずく ごはん　油　砂糖 葱　人参　ごぼう

わかさぎフリッター③ いか　わかさぎ 小麦粉　でん粉 れんこん　こんにゃく

かみかみきんぴら 鶏肉　竹輪　沖あみ 米粉

のり

ポテトのベーコン煮 牛乳　ベーコン パン　じゃが芋 玉葱　人参　いんげん

チキンナゲット③ チーズ　鶏肉 パン粉　でん粉 キャベツ　ピーマン

キャベツサラダ（玉葱ドレッシング） おから 砂糖　小麦粉 葱　ゆず

米粉　油

わかめうどんの汁 牛乳　わかめ　鶏肉 うどん　じゃが芋 人参　葱　椎茸　もやし

味噌ポテト 油揚げ　なると 小麦粉　油　砂糖 ほうれん草　キャベツ

ゆかり和え しそ

すき焼き風煮 牛乳　豚肉　豆腐 ごはん　じゃが芋 キャベツ　葱　人参

小松菜のじゃこ炒め ちりめんじゃこ 砂糖　油 白滝　小松菜　とうもろこし

ハスカップゼリー ハスカップ

豚汁 牛乳　わかめ　豚肉 ごはん　じゃが芋 大根　ごぼう　葱　人参

かじきの照り焼き 豆腐　かじき 油　砂糖　ごま こんにゃく　ほうれん草

ごま和え キャベツ

チキンカレー 牛乳　鶏肉 ごはん　じゃが芋 玉葱　人参　にんにく

あわせるゼリー（さくらんぼ） 油　砂糖 生姜　さくらんぼ　もも

福神漬 小麦粉　でん粉 パイン　みかん　大根

胡瓜　茄子　れんこん　しそ

白花豆のポタージュ 牛乳　ベーコン パン　じゃが芋 玉葱　人参　パセリ

鶏肉の香り揚げ② 白花豆　鶏肉 油　バター　砂糖 キャベツ　ほうれん草

グリーンサラダ（イタリアンドレッシング） 卵 でん粉　パン粉 ブロッコリー　枝豆

小麦粉　米粉 生姜　にんにく　トマト

野菜豆腐スープ 牛乳　えび　豆腐 ごはん　バター　油 玉葱　人参　ピーマン

コロッケ ベーコン　鶏肉 じゃが芋　パン粉 マッシュルーム　椎茸

ヨーグルト ヨーグルト 小麦粉　砂糖 にんにく　キャベツ

でん粉 とうもろこし　いんげん

キャベツの味噌汁 牛乳　生揚げ　あじ ごはん　でん粉　油 キャベツ　玉葱　人参

あじのピリ辛ソース 鶏肉　油揚げ　竹輪 砂糖　ごま 葱　大根　いんげん

切り干し大根の煮物 椎茸　白滝

コンソメスープ 牛乳　ベーコン パン　じゃが芋 玉葱　キャベツ　人参

イタリアンハンバーグ 鶏肉　豚肉 油　砂糖　でん粉 セロリー　にんにく

温野菜サラダ（イタリアンドレッシング） トマト　ほうれん草

八宝菜 牛乳　豚肉　いか ごはん　油　でん粉 キャベツ　玉葱　葱　人参

黒豚ねぎ塩まんじゅう② えび　卵　大豆粉 ごま油　砂糖 椎茸　生姜　にんにく

大豆もやしのナムル（ナムルドレッシング） 小麦粉　ごま 大豆もやし　小松菜

にら　こんにゃく粉

しょうゆラーメンのスープ 牛乳　豚肉　鶏肉 めん　油　砂糖 キャベツ　もやし　葱

揚げ餃子③ 豆乳 でん粉　ごま油 人参　木耳　メンマ　生姜

中華サラダ（中華ドレッシング） 小麦粉　米粉 にんにく　小松菜　玉葱

シークヮーサータルト 大豆もやし　シークヮーサー

かきたま汁 牛乳　卵　豆腐 ごはん　でん粉 玉葱　人参　チンゲンサイ

さばの味噌煮 油揚げ　さば ごま　砂糖 椎茸　たくあん　もやし

たくあん和え ほうれん草

ハヤシライス 牛乳　豚肉　チーズ ごはん　じゃが芋 玉葱　人参　にんにく

ゆで野菜サラダ（玉葱ドレッシング） 油　生クリーム 生姜　ブロッコリー

チーズ バター　小麦粉 とうもろこし　葱

砂糖　でん粉 ピーマン　ゆず

ジャージャン豆腐 牛乳　生揚げ　豚肉 ごはん　砂糖　油 広島菜　筍　葱　人参

ほうれん草のナムル でん粉　ごま油 ピーマン　椎茸　にんにく

あじさいゼリー ごま 生姜　ほうれん草

大豆もやし　ぶどう

カレーコーンチャウダー 牛乳　ベーコン パン　ジャム 玉葱　人参　とうもろこし

煮込みウインナー ウインナー　わかめ じゃが芋　小麦粉 りんご　こんにゃく

こんにゃくサラダ（青じそドレッシング） 油　バター キャベツ　胡瓜　レモン

生クリーム　砂糖 しそ

豆腐とわかめの味噌汁 牛乳　鶏肉　油揚げ ごはん　油　砂糖 人参　ごぼう　こんにゃく

味付チキンカツ 豆腐　わかめ パン粉　小麦粉 椎茸　玉葱　パイン

冷凍カットパイン

豚キムチ 牛乳　豚肉　すり身 ごはん　砂糖　油 キムチ　キャベツ　葱

コーン焼売③ 豆腐 ごま　ごま油 にら　人参　生姜

春雨サラダ 春雨　でん粉 にんにく　とうもろこし

パン粉　小麦粉 玉葱

ポークビーンズ 牛乳　大豆　豚肉 パン　じゃが芋 玉葱　人参　ピーマン

ほうれん草ソテー いんげん豆　チーズ 砂糖　油 にんにく　ほうれん草

レモンソーダゼリー トマト　とうもろこし

レモン　りんご

◆材料の入荷等の都合により、献立の一部が変更になる場合があります。

◆給食に関係する行事については、各学校のおたよりで確認してください。

30 水 はちみつパン 牛乳 842 32.3

29 火 発芽玄米ごはん 牛乳 819 28.3

28 月 かてめし 牛乳 863 35.3

25 金
食パン

（いちごジャム）
牛乳 861 30.6

24 木 広島菜めし 牛乳 840 33.0

23 水 ごはん 牛乳 886 31.5

22 火 ごはん 牛乳 850 37.3

21 月 中華めん 牛乳 882 31.4

17 木 ごはん 牛乳 843 39.5

16 水 メロンパン 牛乳 808 27.9

15 火
吉田産古代米

ごはん
（ごま塩）

牛乳 837 37.7

14 月 えびピラフ 牛乳 848 32.9

11 金 フラワーロール 牛乳 857 32.7

10 木 ごはん 牛乳 870 27.2

9 水 わかめ麦ごはん 牛乳 815 41.2

8 火 ごはん 牛乳 825 33.8

7 月 地粉うどん 牛乳 843 33.6

4 金 バターロール 牛乳 878 30.1

令和３年度　　６  月  給  食  献  立  予  定  表　　秩父市立北部共同調理場

1 火 ごはん 牛乳 814 30.6

3 木 ごはん 牛乳 818 30.9

2 水
ライスボール

パン
牛乳 856 31.2

※地粉うどん、中華めんの製造工場においては、卵、そばを含む製品

を製造しています。

６月は「彩の国ふるさと学校給食月間」です。

「彩の国ふるさと学校給食月間」は、“地域や埼玉県で作られた食材に感謝をし、昔から地域に伝わる伝統の郷土食を食べて、自分達の住む地

域のことを更に知ること”を目的とした試みです。今月の給食には郷土食や秩父地域・埼玉県で作られた食材をより多く取り入れています。
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