
※　都合により、献立が変更する場合があります。

パン

617ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

26.1
なつやさいのミネストローネ ベーコン チーズ トマト・にんじん たまねぎ・なす・えだまめ　・にんにく マカロニ・じゃがいも あぶら

ぼいるキャベツ キャベツ

31 金

まるパン（カット）

20.8
のりつくだに のりつくだに

ごまずあえ にんじん キャベツ・もやし・きゅうり さとう ごま

30 木

ハンバーグ ハンバーグ

ピリッとにくじゃが ぶたにく・ちぎりあげ・あぶらあげ・みそ にんじん たまねぎ・いんげん・しょうが・にんにく じゃがいも・こんにゃく・さとう あぶら

こめ　むぎ

638ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

ぷちまるむぎごはん

にんじん・ねぎ たまねぎ・しめじ・しょうが・にんにく あぶら

パン

559ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

24.9
くきわかめのサラダ くきわかめ にんじん キャベツ・きゅうり さとう ごま・あぶら・ごまあぶら

29 水

コッペパン

25.5
とうふのみそしる とうふ・あぶらあげ・みそ いりこ（だし） にんじん・ねぎ たまねぎ・えのきたけ

はるさめのすのもの わかめ にんじん もやし・きゅうり はるさめ・さとう ごま

28 火

カレーどうふ とうふ・ぶたにく

さかなのかばやき ホキ しょうが こむぎこ・さとう あぶら

こめ　むぎ

712ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

むぎごはん

にんじん キャベツ・きゅうり・コーン あぶら

たまねぎ・しめじ・しょうが・にんにく こめ・じゃがいも・こむぎこ バター

615ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

19.3

27 月

ハヤシライス ぶたにく トマト・にんじん

28.0
いりこアーモンド いりこ さとう アーモンド

にんじんサラダ ツナ にんじん きゅうり・たまねぎ さとう あぶら

22 水

コールスローサラダ

タイピーエン うずらたまご・ぶたにく・かまぼこ にんじん・ねぎ キャベツ・たまねぎ・しょうが・きくらげ はるさめ あぶら

パン

634ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

ミルクパン

ねぎ しょうが こむぎこ　でんぷん・さとう あぶら

こめ　むぎ

640ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

26.8
たまねぎのみそしる あぶらあげ・みそ いりこ（だし） にんじん・ねぎ たまねぎ じゃがいも

ゆかりあえ キャベツ・きゅうり

21 火

むぎごはん

19.7

20 月

さかなのねぎソースかけ ホキ

ごぼうサラダ しらすぼし キャベツ・ごぼう・きゅうり ごま・ごまあぶら

たまねぎ・なす・しょうが・にんにく こめ・じゃがいも あぶら

631ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

カラフルなつやさいでおつカレーサマー ツナ・だいず チーズ かぼちゃ・にんじん・トマト・ピーマン

にんじん もやし・キャベツ・きゅうり さとう ごま・ごまあぶら

パン

606ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

22.9
メロンゼリー あおりんごゼリー

ししゃもフライ ししゃも パンこ あぶら

17 金

ミルクパン

25.6
パイン パイン

やさいのちゅうかあえ キャベツ・きゅうり・コーン さとう ごま・ごまあぶら

16 木

ひやしちゅうか ハム

マーボーどうふ とうふ・ぶたにく・みそ・だいず にんじん・ねぎ たまねぎ・たけのこ・しいたけ・しょうが・にんにく さとう・でんぷん あぶら・ごまあぶら

こめ　むぎ

676ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

ぷちまるむぎごはん

にんじん・ピーマン たまねぎ こむぎこ　でんぷん・さとう あぶら

パン

628ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

26.0
ナッツのりんかけ さとう カシューナッツ・アーモンド

カレースープ ウィンナー にんじん・チンゲンサイ キャベツ・たまねぎ・しめじ マカロニ・じゃがいも あぶら

15 水

コッペパン

24.5
うずらたまごとわかめのスープ うずらたまご・かまぼこ・かつおぶし（だし） わかめ にんじん・ねぎ たまねぎ・えのきたけ

14 火

さかなのマリネ ホキ

もやしのナムル しらすぼし にら もやし さとう ごま・ごまあぶら

たまねぎ・なす・たけのこ・しいたけ・にんにく・しょうが こめ　むぎ・さとう・でんぷん あぶら

637ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

なすとピーマンのジャージャーどん ぶたにく・みそ ピーマン

にんじん・ねぎ キャベツ・しめじ・ごぼう・しょうが

こめ

630ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

24.3
こざかなのつくだに こざかなのつくだに アーモンド

こまつなのごまネーズあえ こまつな・にんじん もやし ごま・ノンエッグマヨネーズ

13 月

ごはん

21.7
マーシャルビンズ マーシャルビーンズ

キャベツとパインのサラダ キャベツ・パイン・きゅうり・たまねぎ あぶら

10 金

ちゃんこじる ミートボール・とうふ・かまぼこ・あぶらあげ・かつおぶし(だし) こんぶ（だし）

スパゲティナポリタン ぶたにく・ハム トマト・にんじん・ピーマン たまねぎ スパゲッティ あぶら

パン

613ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

しょくパン

にんじん きりぼしだいこん・キャベツ・きゅうり ごま・ごまあぶら

たまねぎ・しょうが こめ　むぎ・さとう あぶら

630ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

24.5
ぶたじる とうふ・ぶたにく・みそ いりこ（だし） にんじん・ねぎ だいこん・ごぼう・しょうが じゃがいも・こんにゃく あぶら

9 木

つなそぼろどん ツナ・だいず

22.6
レイシとチキンのマヨサラダ チキンフレーク キャベツ・レイシ（にがうり） ノンエッグマヨネーズ

8 水

きりぼしだいこんのあえもの

かぼちゃのクリームスープ ベーコン・いんげんまめ チーズ・ぎゅうにゅう かぼちゃ たまねぎ・しめじ じゃがいも バター・あぶら

パン

564ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

コッペパン

だいこん

こめ　むぎ

618ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

23.5
なつのっぺ とうふ・ちくわ・かつおぶし（だし） こんぶ（だし） にんじん とうがん・ごぼう・えだまめ　・しいたけ じゃがいも・こんにゃく・でんぷん

ピーマンのこんぶあえ こんぶのつくだに ピーマン きゅうり ごま

7 火

むぎごはん

21.0
ふりかけ

もやしのツナあえ ツナ にんじん もやし・きゅうり さとう

6 月

いわしのおろしに いわし

しおにくじゃが ぶたにく・ちぎりあげ にんじん・にら たまねぎ・にんにく じゃがいも・こんにゃく・さとう ごまあぶら

こめ

580ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

ごはん

にんじん たまねぎ・にんにく さとう あぶら

パン

585ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

22.6
フルーツミックス パイン・おうとう カクテルゼリー

やさいスープ ベーコン にんじん・チンゲンサイ たまねぎ・しめじ じゃがいも あぶら

3 金

コッペパン（カット）

28.9
かきたまじる たまご・とうふ・かまぼこ・かつおぶし（だし） こんぶだし にんじん・ねぎ たまねぎ・えのきたけ でんぷん

わかめのすのもの わかめ おくら きゅうり さとう ごま

2 木

チリコンカン ぶたにく・だいず

さばのしょうがに さば しょうが さとう

こめ　むぎ

700ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

ぷちまるむぎごはん

さとう

あぶら・カシューナッツ

はるさめスープ かまぼこ・かつおぶし（だし） にんじん・ねぎ キャベツ・たまねぎ・しいたけ はるさめ ごまあぶら

レバーとポテトのナッツあえ とりレバー ピーマン しょうが でんぷん・じゃがいも・さとう

619ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

たんぱく質（ｇ）

1 水

しょくパン パン

魚・肉・卵・豆・豆製品 牛乳・小魚・海そう 緑黄色野菜 その他の野菜・きのこ・果物 穀類・いも類・さとう 油脂

22.3
いちごジャム いちご

小学校（中）

おもにたんぱく質 おもに無機質 おもにカロテン おもにビタミンC おもに炭水化物 おもに脂質 エネルギー（ｋｃal）

 7月分　学校給食献立表

日 曜 献立名

使　　用　　す　　る　　食　　品　　名 栄養価

（あか）おもに体をつくるもの （みどり）おもに体の調子を整えるもの （きい）おもにエネルギーのもとになるもの

春竹小学校

コンクールにゅうしょうさくひ


