
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・ ゆでめん、砂糖 豚肩肉、かまぼこ わらび、ふき、みず、きくらげ、 ｴﾈﾙｷﾞｰ 718kcal 主食 黒パン 黒パン ｴﾈﾙｷﾞｰ 717kcal

主菜・副菜 干し椎茸、長ねぎ、にんじん たんぱく質 30.6g マカロニ、小麦粉、 鶏もも肉、チーズ、 玉ねぎ、にんじん、えのき、 たんぱく質 33.2g

砂糖 油揚げ 小松菜、にんじん、もやし 脂質 16.1g サラダ油、バター 脱脂粉乳、牛乳、 マッシュルーム、パセリ 脂質 23.6g

食塩 2.7g 豆乳 食塩 2.8g

飲み物など 牛乳、果物(バナナ) ウインナー かぶ、かぶの葉、にんじん、

主食 サンドパン サンドパン ｴﾈﾙｷﾞｰ 700kcal キャベツ、とうもろこし

じゃがいも、砂糖、 鶏もも肉 玉ねぎ、にんじん、エリンギ、 たんぱく質 30.2g 飲み物など 牛乳 牛乳

サラダ油 アスパラガス 脂質 23.3g 主食・ ゆでめん、里芋、 豚もも肉、生揚げ 白菜、にんじん、大根、 ｴﾈﾙｷﾞｰ 793kcal

サラダ油 ベーコン 小松菜、玉ねぎ、にんじん、 食塩 2.9g 主菜・副菜 片栗粉 しめじ、長ねぎ たんぱく質 32.9g

とうもろこし こんにゃく、砂糖、 大豆、昆布 にんじん、ごぼう、さやいんげん 脂質 24.5g

飲み物など 湘南ゴールドジャム、牛乳 ジャム 牛乳 サラダ油 食塩 2.8g

主食・主菜 鮭の混ぜ寿司 米、砂糖、ごま 鮭 ｴﾈﾙｷﾞｰ 766kcal 麩、サラダ油、 牛乳

主菜 たまご焼き 砂糖、サラダ油 鶏卵、鶏ひき肉 玉ねぎ、にんじん たんぱく質 36.9g バター、砂糖、ごま

副菜 菜の花のすまし汁 麩 菜の花、にんじん、えのき 脂質 22.0g 主食 ご飯 米、麦 ｴﾈﾙｷﾞｰ 736kcal

飲み物など 牛乳、三色ゼリー ゼリー 牛乳 食塩 1.8g 小麦粉、片栗粉、 赤魚 玉ねぎ、にんじん、えのき、 たんぱく質 29.7g

コッペパン、砂糖、 きな粉 ｴﾈﾙｷﾞｰ 726kcal サラダ油、砂糖、 ピーマン、干し椎茸 脂質 22.3g

サラダ油 たんぱく質 29.0g ごま油 食塩 2.1g

ビーフン、サラダ油 豚肩肉 キャベツ、玉ねぎ、にんじん、 脂質 31.8g じゃがいも 油揚げ しめじ、なめこ、まいたけ、

にら、たけのこ、干し椎茸、 食塩 3.1g にんじん、大根

にんにく 飲み物など 牛乳 牛乳

副菜 わかめスープ ごま、ごま油 わかめ、鶏ささみ もやし、にんじん、長ねぎ 主食 県産菜めし 米、ごま 県産大根葉 ｴﾈﾙｷﾞｰ 743kcal

飲み物など 牛乳 牛乳 サラダ油、砂糖、 生揚げ、豚ひき肉 玉ねぎ、にんじん、グリンピース たんぱく質 33.3g

主食・ スパゲティ、砂糖、 豚ひき肉、チーズ、 玉ねぎ、にんじん、グリンピース、 ｴﾈﾙｷﾞｰ 772kcal 片栗粉、こんにゃく 脂質 24.1g

主菜・副菜 サラダ油、小麦粉 おから マッシュルーム たんぱく質 34.6g 片栗粉 鶏卵 にんじん、えのき、長ねぎ、 食塩 2.9g

ウインナー レタス、玉ねぎ、にんじん、 脂質 25.9g 小松菜

えのき 食塩 2.5g 飲み物など 牛乳 牛乳

飲み物など 牛乳、ヨーグルト 牛乳、ヨーグルト 主食 ぶどうパン ぶどうパン ｴﾈﾙｷﾞｰ 706kcal

主食 ご飯 米、麦 ｴﾈﾙｷﾞｰ 797kcal 主菜 鶏肉のガーリック焼き 砂糖、ごま油 鶏もも肉 にんにく、しょうが たんぱく質 35.8g

片栗粉、小麦粉、 鶏もも肉 にんにく、しょうが たんぱく質 34.3g 副菜 リヨネーズポテト じゃがいも、サラダ油 ベーコン 玉ねぎ 脂質 21.8g

サラダ油 脂質 26.4g バター にんじん、キャベツ、玉ねぎ、 食塩 3.0g

サラダ油 油揚げ 切干大根、にんじん、 食塩 2.3g とうもろこし、グリンピース

干し椎茸、さやいんげん 飲み物など 牛乳 牛乳

木綿豆腐 キャベツ、玉ねぎ、にんじん、 主食 ターメリックライス 米 ｴﾈﾙｷﾞｰ 757kcal

小松菜 じゃがいも、 豚肩肉、白花豆 玉ねぎ、にんじん、しょうが、 たんぱく質 24.4g

飲み物など 牛乳 牛乳 サラダ油 にんにく 脂質 19.0g

主食 ご飯 米、麦 ｴﾈﾙｷﾞｰ 738kcal 玉ねぎ、にんじん、キャベツ、 食塩 2.6g

主菜 魚の西京焼き 砂糖 鰆 たんぱく質 33.4g 小松菜、しめじ

副菜 にんじんのきんぴら ごま油 にんじん 脂質 19.9g 飲み物など 牛乳、デザート デザート 牛乳

副菜 吉野汁 里芋、片栗粉 鶏もも肉、油揚げ 大根、にんじん、ほうれん草、長ねぎ 食塩 2.4g

飲み物など 牛乳 牛乳

主食 ナン ナン ｴﾈﾙｷﾞｰ 775kcal

じゃがいも、砂糖、 豚ひき肉、大豆 玉ねぎ、にんじん、にんにく、 たんぱく質 33.9g

サラダ油 しょうが 脂質 26.5g

キャベツ、にんじん、れんこん、 食塩 2.2g

アスパラガス

飲み物など 牛乳、リザーブデザート デザート 牛乳

主食 赤飯 米、ごま あずき ｴﾈﾙｷﾞｰ 772kcal

砂糖、サラダ油、 鶏ひき肉、鶏卵 にんじん、れんこん、椎茸、 たんぱく質 35.5g

ごま、パン粉 長ねぎ 脂質 20.3g

副菜 茹でブロッコリー ブロッコリー 食塩 2.4g

副菜 吸い物 はんぺん 白菜、えのき、長ねぎ、三つ葉

飲み物など 牛乳、お祝いデザート デザート 牛乳

魚の野菜あんかけ

　　　令和４年 ３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

栄養価献立名日
主な材料と体の中での働き

副菜 きのこけんちん

月

のっぺいうどん

副菜 大豆の五目煮

主菜・副菜 マカロニのクリーム煮
14

飲み物など 牛乳、麩のラスク

副菜

4 金

7 月

16 水

主菜・副菜

18 金

9 水

17 木

かぶのスープ

副菜 れんこんサラダ

火

主菜・副菜 炒めビーフン

スパゲティミートソース

副菜 レタススープ

22 火

主菜・副菜 カレー

かき玉汁

生揚げのそぼろ煮主菜・副菜

木

15

山菜うどん

副菜 煮びたし

主菜 五目松風焼き

10 木

副菜

1 火

鶏肉のケチャップ煮

副菜 県産小松菜のスープ
2 水

主菜・副菜

主食 きな粉揚げパン

3

野菜スープ

副菜 キャロットスープ

栄養価の平均（常食）エネルギー：748 kcal　たんぱく質：32.5g　脂質：23.2 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。

主菜・副菜 大豆入りキーマカレー

鶏肉のから揚げ主菜

11 金

副菜 切干大根の煮物

副菜 キャベツのみそ汁

8 火


