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献　　立　　名 ｴﾈﾙｷﾞｰ たん白質 おもにからだをつくる おもにねつやちからになる おもにからだのちょうしを

日 曜 しゅしょく のみもの  お  か  ず Kcal g しょくひん（赤） しょくひん（黄） ととのえるしょくひん（緑）

ツナポテト ぎゅうにゅう コッペパン　あぶら にんじん　パセリ

1 水 とりにくとキャベツのスープ 650 22.3 ツナフレーク　とりももにく じゃがいも　オリーブあぶら キャベツ　マッシュルーム

ウインナー ノンエッグマヨネーズ エリンギ　にんにく

いわしのかばやき ぎゅうにゅう こめ　おおむぎ　 にんじん　パセリ　なす

2 木 ごはん おかかあえ 600 21.0 いわし　かつおけずりぶし さんおんとう　はくりきこ しょうが　モロヘイヤ

なつやさいのみそしる あぶらあげ　あかみそ でんぷん きゃべつ　みょうが　もやし

なつやさいカレー ぎゅうにゅう こめ　おおむぎ　 にんじん　たまねぎ　なす

3 金 ごはん フルーツポンチ 629 18.9 とりこまにく じゃがいも　はくりきこ ピーマン　しょうが　みかん缶

じょうはくとう　あぶら ズッキーニ　　パイン缶

つくねのてりやき ぎゅうにゅう こめ　 こまつな　にんじん　ねぎ

６ 月 ごはん きゃべつのあえもの 590 24.8 ひじき　わかめ　あぶらあげ でんぷん れんこん　しょうが　

あぶらあげのみそしる とうふ　あかみそ　しろみそ さんおんとう　 きゃべつ

チキンのマスタードやき ぎゅうにゅう　あぶらあげ こめ　あぶら　 にんじん　グリンピース

７ 火 たなばたしる 571 20.3 わかめ　ぶたにく　 とうにゅうプリン オクラ　　ねぎ

とうにゅうプリン とりにく　かまぼこ さんおんとう　はちみつ

みそラーメン ぎゅうにゅう　 ちゅうかめん　もちごめ にんじん　にら　ねぎ

８ 水 にくだんごのもちごめむし 670 23.1 ぶたにく　あかみそ でんぷん　　あぶら にんにく　もやし

ごまあぶら きゃべつ　コーン　たまねぎ

きすのあおのりあげ ぎゅうにゅう　あぶらあげ こめ　はくりきこ にんじん　とうみょう

９ 木 ごはん きりぼしだいこんに 664 22.2 わかめ　あおのり　とうふ こんにゃく　さんおんとう きりぼしだいこん

とうみょうのみそしる あかみそ　しろみそ　きす あぶら しいたけ　さやえんどう

コーンクリームスープ ぎゅうにゅう　なまクリーム こめ　おおむぎ　 にんじん　ピーマン　

１０ 金 587 20.9 ベーコン バター　あぶら たまねぎ　マッシュルーム

とりにく　 コーン　パセリ
ジョアいちご ゆでとうもろこし ジョアストロベリー こめ　　でんぷん チンゲンサイ　キムチ

１３ 月 とうがんのスープ 560 18.0 ベーコン ごまあぶら だいこん　とうもろこし

とりにく とうがん　ねぎ

なつそぼろどん ぎゅうにゅう こめ　おおむぎ　 ピーマン　にんじん　しょうが

１４ 火 ごはん とんじる 572 19.0 ぶたにく　あかみそ さんおんとう にがうり　だいこん　にんにく

しろみそ　とうふ こんにゃく　 ごぼう　ねぎ　にがうり

ごもくあんかけやきそば ぎゅうにゅう むしちゅうかめん　あぶら にんじん　たまねぎ　

１５ 水 ブルーベリークレープ 509 19.9 ぶたにく　 でんぷん　ごまあぶら たけのこ　しいたけ

かまぼこ ブルーベリークレープ もやし　しょうが　にんにく

いそべあえ ぎゅうにゅう こめ　おおむぎ　あぶら こまつな　にんじん　ねぎ

１６ 木 けんちんしる 604 21.3 さんま　　　　きざみのり でんぷん　じょうはくとう しょうが　　きゃべつ

あぶらあげ　 こんにゃく　じゃがいも もやし　ごぼう　だいこん

パリパリサラダ ぎゅうにゅう こめ　はくりきこ にんじん　こまつな　にんにく

１７ 金 575 17.8 とりにく　ぶたにく なまワンタン　あぶら しょうが　ホールとまと　

だいず ごまあぶら たまねぎ　コーン　キャベツ

サイダーポンチ ぎゅうにゅう こめ　とうにゅうデザート たまねぎ　　きゃべつ

２０ 月 587 23.5 ぶたにく　 ノンエッグマヨネーズ みかんかん　　トマトかん

だいず さくらんぼゼリー　あぶら にんにく　

ホワイトソース ぎゅうにゅう　なまクリーム こめ　はくりきこ にんじん　パセリ

２１ 火 （チキンライスのうえにかける） 563 19.8 とりにく　 バター　あぶら ほうれんそう　たまねぎ

ツナサラダ ツナフレーク　 つぶマスタード きゅうり　マッシュルーム

にくうどんしる ぎゅうにゅう うどん　はくりきこ　 にんじん　こまつな　ねぎ

２２ 水 なつやさいのかきあげ 670 24.1 ぶたにく あぶら　 しいたけ　たまねぎ

とうにゅうパンナコッタ えだまめ とうにゅうパンナコッタ コーンかん

かいそうサラダ コーヒーぎゅうにゅう　　　　 スパゲティ　あぶら たまねぎ　きゃべつ

２７ 月 ナポリタン 610 20.7 パルメザンチーズ　ベーコン オリーブ油 きゅうり　コーン

わかめ　ウインナー　ぶたにく ごま油 ピーマン　トマト缶

ぶたにくのしょうがいため ぎゅうにゅう こめ　　あぶら　 にんじん　ピーマン　

２８ 火 ごはん ピリからきゅうり 573 22.2 ぶたにく　とうふ じょうはくとう　 こまつな　しょうが

こまつなのみそしる あかみそ　しろみそ　 さんおんとう　 たまねぎ　きゅうり　しめじ

ホワイトシチュー ぎゅうにゅう はちみつパン　ごまあぶら にんじん　たまねぎ

２９ 水 やきにくサラダ 603 23.4 シュレットチーズ　とりにく じゃがいも　はくりきこ コーン　　もやし

ぶたにく　ベーコン こんにゃく　バター きゃべつ

ハッシュドポーク ぎゅうにゅう　 こめ　おおむぎ にんじん　ピーマン　コーン

３０ 木 ごはん コーンサラダ 664 20.5 ぶたにく はくりきこ　あぶら たまねぎ　にんにく　みかん

れいとうみかん ごまあぶら　さんおんとう マッシュルーム　きゃべつ
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※献立の内容に応じて、給食室でスプーン、又はフォークを用意します。

　　　　　　　※8月の給食開始日は、8月20日(木）です。
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※『はし』の日には、はしのご用意をお願いします。 ※食材料の都合により献立が変更する場合があります。
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7月の予定献立


