
ｴﾈﾙｷﾞｰになる 体をつくる 体の調子を整える ｴﾈﾙｷﾞｰになる 体をつくる 体の調子を整える
【炭水化物・脂質】 【たんぱく質】 【ビタミン・無機質】 【炭水化物・脂質】 【たんぱく質】 【ビタミン・無機質】

主食・ 米、麦、サラダ油、 豚もも肉、白花豆 玉ねぎ、にんじん、しょうが、 ｴﾈﾙｷﾞｰ 731kcal 主食・ ゆでめん、砂糖 豚肩肉 にんじん、長ねぎ、小松菜、 ｴﾈﾙｷﾞｰ 693kcal

主菜 じゃがいも にんにく たんぱく質 26.4g 主菜・副菜 しめじ たんぱく質 28.5g

ウインナー 小松菜、たまねぎ、にんじん、 脂質 19.8g サラダ油、砂糖 油揚げ 切干大根、にんじん、干し椎茸、 脂質 16.8g

しめじ、とうもろこし 食塩 2.4g さやいんげん 食塩 2.8g

飲み物など 牛乳、プリン プリン 牛乳 飲み物など 牛乳、ミックスフルーツ缶 牛乳 黄桃缶、白桃缶、りんご缶、みかん缶

主食 米粉ロールパン 米粉ロールパン ｴﾈﾙｷﾞｰ 728kcal 主食・ 米、麦、サラダ油、 牛ひき肉、おから、 玉ねぎ、にんじん、にんにく、 ｴﾈﾙｷﾞｰ 703kcal

サラダ油、小麦粉 豚ひき肉、大豆、 玉ねぎ、トマト、にんじん、 たんぱく質 33.9g 主菜・副菜 小麦粉 チーズ トマト、レタス たんぱく質 26.5g

おから ピーマン、にんにく 脂質 29.6g 副菜 もずくスープ もずく、豆腐 えのき、小松菜 脂質 23.7g

マカロニ、サラダ油 キャベツ、にんじん、玉ねぎ、 食塩 2.8g 飲み物など 牛乳、パインゼリー ゼリー 牛乳 食塩 2.6g

ほうれん草、とうもろこし 主食 ご飯 米、麦 ｴﾈﾙｷﾞｰ 678kcal

飲み物など 牛乳 牛乳 主菜 魚のごまみそ焼き ごま、サラダ油、砂糖 めかじき たんぱく質 32.2g

主食・ 米、麦、砂糖、 豚肩ロース肉 玉ねぎ、にんじん、ごぼう ｴﾈﾙｷﾞｰ 715kcal 副菜 煮びたし 砂糖 油揚げ 小松菜、にんじん、もやし 脂質 20.9g

主菜 白滝、サラダ油 たんぱく質 26.6g じゃがいも、ごま油 豆腐 大根、にんじん、ごぼう、 食塩 2.2g

副菜 若竹汁 豆腐、わかめ たけのこ、長ねぎ、にんじん 脂質 21.1g しめじ、長ねぎ

飲み物など 牛乳、りんごゼリー ゼリー 牛乳 食塩 2.1g 飲み物など 牛乳 牛乳

主食・ ホットラーメン、 豚もも肉 もやし、玉ねぎ、にんじん、 ｴﾈﾙｷﾞｰ 723kcal 主食・ 米、麦、サラダ油、 鶏もも肉 玉ねぎ、にんじん、 ｴﾈﾙｷﾞｰ 667kcal

主菜・ サラダ油、バター 白菜、にら、しいたけ、 たんぱく質 30.0g 主菜・副菜 バター グリンピース、マッシュルーム たんぱく質 27.2g

副菜 しょうが、にんにく 脂質 16.4g サラダ油 ベーコン キャベツ、にんじん、大根、 脂質 18.3g

副菜 じゃがいものごま煮 じゃがいも、ごま、砂糖 食塩 2.9g とうもろこし 食塩 2.4g

飲み物など 牛乳、白桃缶 牛乳 白桃缶 飲み物など 牛乳、ヨーグルト 牛乳、ヨーグルト

主食 ご飯 米、麦 ｴﾈﾙｷﾞｰ 657kcal

じゃがいも、こんにゃく、 鶏もも肉 にんじん、ごぼう、たけのこ、 たんぱく質 29.6g

砂糖、サラダ油 干ししいたけ、さやいんげん 脂質 17.2g

副菜 具だくさんみそ汁 なると、油揚げ 大根、にんじん、えのき、長ねぎ 食塩 2.5g

飲み物など 焼きのり、牛乳 のり、牛乳

主食 ソフトフランスパン ソフトフランスパン ｴﾈﾙｷﾞｰ 672kcal

主菜 バーベキューチキン 鶏もも肉 玉ねぎ、しょうが、にんにく たんぱく質 35.4g

副菜 青菜のソテー サラダ油、オリーブ油 小松菜、にんじん 脂質 24.7g

小麦粉、バター、 白花豆、牛乳 とうもろこし、玉ねぎ 食塩 2.9g

砂糖、クリーム

飲み物など 牛乳 牛乳

主食 ご飯 米、麦 ｴﾈﾙｷﾞｰ 680kcal

サラダ油、砂糖、 豆腐、豚ひき肉 長ねぎ、干し椎茸、にら、 たんぱく質 32.5g

ごま油、片栗粉 しょうが、にんにく、 脂質 18.6g

春雨、ごま油 鶏ささみ 大根、キャベツ、長ねぎ、 食塩 2.5g

チンゲン菜、しょうが

飲み物など 牛乳 牛乳

主食 黒パン 黒パン ｴﾈﾙｷﾞｰ 736kcal

主菜 鮭のオーロラソース焼き 小麦粉、サラダ油 鮭、おから たんぱく質 34.2g

副菜 アスパラガスのバター炒め サラダ油、バター アスパラガス、キャベツ、とうもろこし 脂質 34.0g

ウインナー かぶ、かぶの葉、小松菜、 食塩 2.9g

玉ねぎ、にんじん

飲み物など 牛乳 牛乳

主食・ スパゲティ、 鶏もも肉、チーズ 玉ねぎ、にんじん、ピーマン、 ｴﾈﾙｷﾞｰ 680kcal

主菜・ サラダ油、バター、 マッシュルーム、にんにく、 たんぱく質 31.6g

副菜 砂糖 トマト 脂質 21.2g

副菜 わかめスープ ごま、サラダ油、ごま油 わかめ、ベーコン にんじん、キャベツ、長ねぎ 食塩 2.7g

飲み物など 牛乳、いちごヨーグルト 牛乳、ヨーグルト

主食 ご飯 米、麦 ｴﾈﾙｷﾞｰ 660kcal

じゃがいも、砂糖、 豚肩ロース肉 玉ねぎ、にんじん、さやいんげん たんぱく質 23.9g

こんにゃく、サラダ油 脂質 19.3g

副菜 ごぼうのみそ汁 ごま油 油揚げ ごぼう、にんじん、大根、小ねぎ 食塩 2.5g

飲み物など 牛乳 牛乳

22 金

20

11 月

12 火

18 月

21 木

19

14

スパゲティナポリタン

13 水

木

主菜・副菜

副菜 コーンポタージュ

副菜 春雨スープ

水

筑前煮
金

副菜 かぶのスープ

15
主菜・副菜

26 火

27 水

　　　令和４年 ４月　給食予定献立表　　県立鎌倉養護学校

日 献立名
主な材料と体の中での働き

栄養価

副菜 小松菜のスープ

副菜

栄養価献立名日
主な材料と体の中での働き

25 月

火

豚肉丼

28 木

主菜・副菜 マーボー豆腐

主菜・副菜 肉じゃが

五目うどん

副菜 切干大根の煮物

チキンライス
みそラーメン

副菜 キャベツスープ

副菜 けんちん汁

栄養価の平均（常食）エネルギー：695 kcal　たんぱく質：29.9g　脂質：21.5 g　食塩:2.6 g
※ 事情により献立を変更することがあります。加工品は品名を表示しています。原材料はお問い合わせください。
※ 栄養価計算に使用ている『日本食品標準成分表』が改訂になり、エネルギー計算方法が変更になりました。それに伴い、
　 エネルギー量が昨年度よりも少なくなっていますが、提供量に変更はありません。

カレーライス

タコライス

マカロニスープ

チリコンカン


