
  2015 年    真田中学校 

 

 

 

1 日 （月） 

発芽玄米いりごはん 

酢豚 

中華サラダ 

わかめスープ 

果物 小魚 牛乳 

 

803 ｷﾛｶﾛﾘｰ 26.3g 17.2g 

  2 日 （火） 

発芽玄米いりごはん 

茶碗蒸し 

生ひじきのサラダ 

豚汁    

果物  

手作りふりかけ 牛乳 

838 ｷﾛｶﾛﾘｰ 32.4g 24.9g 

 3 日 （水） 

発芽玄米いりごはん 

いかしゅうまい 

寒天の酢の物 

きのこ汁 

 小魚 牛乳 

 

797 ｷﾛｶﾛﾘｰ 37.4g 16.5g 

 4 日 （木） 

良い歯の日の献立 

発芽玄米いりわかめご飯 

揚げ豆腐の人参味噌かけ 

ｶﾐｶﾐサラダ    

ワンタンスープ 

果物 小魚 牛乳 

900 ｷﾛｶﾛﾘｰ 32.0g 29.3g 

 5 日 （金） 

発芽玄米いりごはん 

白身魚のあんかけ 

小松菜と厚揚げの 

     おかかあえ 

もずくのみそ汁 

ミニトマト 小魚 牛乳 

843 ｷﾛｶﾛﾘｰ 33.5g 

 8 日 （月） 

発芽玄米いりごはん 

さばのトマトｿｰｽかけ 

切り干し大根の煮物 

じゃがいもとわかめの 

      味噌汁 

果物 小魚  牛乳 

800 ｷﾛｶﾛﾘｰ 32.6g 

 9 日 （火） 

発芽玄米いりごはん 

かにたま  

ゆかりあえ 

そぼろ汁 

果物 味付け小魚 牛乳 

 

760 ｷﾛｶﾛﾘｰ 30.8g 

 10 日 （水） 

入梅献立 

発芽玄米いり梅ご飯 

鮭のねぎ味噌焼き 

きゃべつとアスパラのサラダ 

すまし汁 

 牛乳 

825 ｷﾛｶﾛﾘｰ 33.2g 

 11 日 （木） 

 上小大会応援献立 

チキンカツ丼 

じゃがいものきんぴら 

かきたま汁 

果物 小魚 牛乳 

 

954 ｷﾛｶﾛﾘｰ 40.4g 

 12 日 （金） 

上小大会 

 

 15 日 （月） 

  振替休業 

 

 

 

 

 

 16 日 （火） 

発芽玄米いりごはん 

鶏肉のアングレーズ 

コーンサラダ 

五目スープ 

果物 小魚 牛乳 

860 ｷﾛｶﾛﾘｰ 29.3g 

 17 日 （水） 

発芽玄米いりごはん 

甘辛がんも ﾓﾛｯｺ付き 

切り干し大根のサラダ 

なめこ汁 

きゃらぶき 小魚 牛乳 

830 ｷﾛｶﾛﾘｰ 30.7g 

 18 日 （木） 

発芽玄米いりチキンライス 

たらのバーベキューソース 

真田野菜のサラダ 

春雨スープ 

ミニトマト 小魚 牛乳 

957 ｷﾛｶﾛﾘｰ 37.1g 

 19 日 （金） 

発芽玄米いり 

     かき揚げ丼 

ツナサラダ 

新玉葱の味噌汁 

果物 小魚 牛乳 

877 ｷﾛｶﾛﾘｰ 30.2g 

 22 日 （月） 

発芽玄米いり山菜おこわ 

飛び魚のからあげ 

和風サラダ 

きのこの沢煮椀 

果物 小魚 牛乳 

 

822 ｷﾛｶﾛﾘｰ 35.1g 

 23 日 （火） 

発芽玄米いりごはん 

じゃがいものそぼろ煮 

ビーンズサラダ 

チンゲンサイのスープ 

ヨーグルトゼリー 

小魚  牛乳 

806 ｷﾛｶﾛﾘｰ 30.4g 

 24 日 （水） 

 図書委員紹介献立 

ハンバーガー 

 （丸パン ハンバーグ 

野菜） 

豆と野菜のスープ 

小魚  牛乳 

897 ｷﾛｶﾛﾘｰ 44.4g 

 25 日 （木） 

発芽玄米いりごはん 

凍り豆腐の揚げ煮 

野菜のごまネーズ和え 

大根のもし汁 

果物 小魚 牛乳 

 

906 ｷﾛｶﾛﾘｰ 29.1g 

 26 日 （金）  

 東信大会応援献立 

発芽玄米入り 

鶏肉の照り焼き丼 

野菜サラダ 

ふの味噌汁 

果物 小魚 牛乳 

 29 日 （月） 

 計画休業 

 

 

 

 

 30 日 （火） 

サラダうどん 

（麺、タレ、野菜） 

豚肉とポテトの揚げ煮 

フルーツヨーグルト 

小魚  牛乳 

932 ｷﾛｶﾛﾘｰ 35.1g 

今月の目標 

  カルシウムを多く含む食品やよくかんで食べる食品を  

多く取り入れ、栄養バランスに気をつけて各種大会に向け   

て体力を強化しよう。 

保健･給食委員会では、1 日～5 日の間「リズムアップ週間」を 

計画しています。この期間中に自分の生活習慣の見直してみましましょう。 

☆表の中に記載されている栄養価は、左よりｴﾈﾙｷﾞｰ、たんぱく質 脂質です 

ｴﾈﾙｷﾞｰ 854 ｷﾛｶﾛﾘｰ たんぱく質 33.4g 脂質 23.2g ｶﾙｼｳﾑ 437g 鉄 3.0g 食物繊維 5.8g 食塩 3.2g 

 

 

6 月は歯の衛生週間です。そこで今月は「ウエルカム月間」として歯に良い食

べ物や良くかむメニューを毎日必ず1品入れました。さあどのメニューでしょう？ 
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