
日（ 月） 日（ 火） 日（ 水） 日（ 木） 日（ 金）

発芽玄米入りご飯 発芽玄米入り鮭寿司

発芽玄米入りご飯 発芽玄米入りご飯 発芽玄米入りご飯 桜えびと 鶏の照り焼き

豆腐ハンバーグ ちくわの甘辛みそ炒め 三色そぼろ丼の具 みつばのかき揚げ だいこんと

だいこんおろしがけ 春雨サラダ ゆかり和え 千草和え じゃこのサラダ

おかかあえ 中華風たまごスープ 豆腐のみそ汁 じゃがいものみそ汁 天の川スープ

わかめのみそ汁 トマト ミニトマト 七夕まんじゅう

ミニトマト 牛乳 あんず 小魚 牛乳 小魚 牛乳 小魚 牛乳 小魚 牛乳

ｷﾛｶﾛﾘ- ｇ ｷﾛｶﾛﾘ- ｇ ｷﾛｶﾛﾘ- ｇ ｷﾛｶﾛﾘ- ｇ ｷﾛｶﾛﾘ- ｇ

日（ 月） 日（ 火） 日（ 水） 日（ 木） 日（ 金）

発芽玄米入りご飯

ズッキーニの 発芽玄米入りご飯 発芽玄米入りご飯 発芽玄米入りご飯 〇（丸）パン

オムレツ コロッケ ピーマンの肉詰め焼き 白身魚ときのこの タンドリーチキン

大根と海藻のサラダ もやしのごまサラダ キャベツポテトサラダ ホイル焼き ごぼうときゅうりのサラダ

パンプキンスープ オニオンスープ えのきのみそ汁 こんぶあえ イタリアンスープ

ネクタリン トマト ミニトマト ふのみそ汁 ブルーベリー

小魚 牛乳 小魚 牛乳 小魚 牛乳 小魚 牛乳 小魚 牛乳

ｷﾛｶﾛﾘ- ｇ ｷﾛｶﾛﾘ- ｇ ｷﾛｶﾛﾘ- ｇ ｷﾛｶﾛﾘ- ｇ ｷﾛｶﾛﾘ- ｇ

日（ 月） 日（ 火） 日（ 水） 日（ 木） 日（ 金）

発芽玄米入り

発芽玄米入りご飯 冷やし中華 わかめご飯 発芽玄米入りご飯

ちくわの磯部揚げ 豆腐入り肉団子 ししゃものカレー揚げ なすとピーマンの炒め物

トマトと のもち米蒸し 大豆の磯煮 塩いかと寒天の酢の物

きゅうりのサラダ すいか そまびと汁 かぼちゃのみそ汁

夕顔のそぼろ汁 小魚 ブルーベリー プルーン

小魚　 牛乳 牛乳 牛乳 小魚 牛乳

ｷﾛｶﾛﾘ- ｇ ｷﾛｶﾛﾘ- ｇ ｷﾛｶﾛﾘ- ｇ ｷﾛｶﾛﾘ- ｇ

日（ 月） 日（ 火） 日（ 水） 日（ 木）

発芽玄米入りご飯 発芽玄米入りご飯

発芽玄米入りご飯 揚げ豆腐の 松風焼き 小魚 発芽玄米入りご飯

鮭のマヨパン焼き にんじんみそかけ きゃべつと ごぼうチップス

じゃがいもきんぴら 小松菜としらすの もやしのサラダ フレンチサラダ

もずくのみそ汁 おかかあえ だいこんと 夏野菜カレー

トマト きのこけんちん汁 油揚げのみそ汁

小魚 牛乳 すいか 牛乳 ブルーベリー 牛乳 小魚 牛乳

ｷﾛｶﾛﾘ- ｇ ｷﾛｶﾛﾘ- ｇ ｷﾛｶﾛﾘ- ｇ ｷﾛｶﾛﾘ- ｇ
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図書委員  紹介献立 

 7月の目標  

 暑さに負けない食

事をしよう                

 本格的な夏がやってきます。
暑いと食生活も乱れやすくな

り夏ばての原因にもなります。 

・３回の食事をきちんと

食べる 

・冷たい物ばかり口にし

ない 

・水分をきちんととる 

  等に気をつけて元

気に過ごしましょう。    

海 の 日 

県大会がんばれ献立 

吹奏楽部がんばれ献立 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://blog.digital-lemon.com/?eid%3D32529&ei=Q8GLVZ6rJaPdmAXBk4LQBQ&bvm=bv.96782255,d.dGY&psig=AFQjCNE_Chs4kkJdhYTKNGnkWhX46lQTGw&ust=1435308461131223


豆腐ハンバーグ・だいこんおろし 734 kcal
おかかあえ 27.4 ｇ

わかめのみそ汁 19.7 ｇ

ミニトマト 2.9 ｇ

ちくわ甘辛味噌炒め 766 kcal
春雨サラダ 28.0 ｇ

中華風卵スープ 17.2 ｇ

果物（あんず） 3.9 ｇ

三色そぼろ丼の具 762 kcal
ゆかりあえ 33.7 ｇ

豆腐のみそ汁 21.3 ｇ

トマト（1/4個） 2.9 ｇ

桜エビとみつばのかき揚げ　 796 kcal
千草あえ 23.2 ｇ

じゃがいものみそ汁 18.2 ｇ

ミニトマト 2.9 ｇ

とりの照り焼き 827 kcal
だいこんとじゃこのサラダ 37.8 ｇ

天の川スープ 14.4 ｇ

七夕まんじゅう 3.9 ｇ

ｽﾞｯｷｰﾆのオムレツ(カップ) 898 kcal
大根と海藻のサラダ 28.8 ｇ

パンプキンスープ 30.4 ｇ

果物(ネクタリン) 2.6 ｇ

手作りコロッケ 852 kcal
もやしのごまサラダ 27.8 ｇ

オニオンスープ 23.0 ｇ

トマト（1/4個） 3.3 ｇ

ピーマンの肉詰め焼き 893 kcal
ｷｬﾍﾞﾂポテトサラダ 33.1 ｇ

えのきのみそ汁 30.4 ｇ

ミニトマト 3.6 ｇ

白身魚ときのこのホイル 730 kcal
こんぶあえ 31.4 ｇ

ふのみそ汁 20.2 ｇ

3.1 ｇ

タンドリーチキン 783 kcal
ごぼうときゅうりのサラダ 41.0 ｇ

イタリアンスープ 29.0 ｇ

果物（ブルーベリー） 4.2 ｇ

ちくわ磯部揚げ・ 757 kcal
トマトときゅうりのサラダ 26.5 ｇ

夕顔(冬瓜)のそぼろ汁 22.0 ｇ

2.9 ｇ

746 kcal
豆腐入り肉団子もち米蒸し 36.3 ｇ

果物（スイカ） 23.4 ｇ

2.4 ｇ

ししゃものカレー揚げ２尾 905 kcal
大豆の磯煮 38.8 ｇ

そまびと汁 22.8 ｇ

果物（ブルーベリー） 3.9 ｇ

なすとピーマンの炒め物 736 kcal
塩いかと寒天の酢の物 27.5 ｇ

かぼちゃのみそ汁 17.3 ｇ

果物（プルーン） 2.8 ｇ

鮭のマヨパン焼き 827 kcal
じゃが芋キンピラ 33.0 ｇ

もずくのみそ汁 26.1 ｇ

トマト（1/4個） 2.8 ｇ

揚げ豆腐の人参味噌かけ 784 kcal
小松菜としらすのおかかあえ 24.5 ｇ

きのこけんちん汁 22.9 ｇ

果物（スイカ） 2.1 ｇ

松風焼き 776 kcal
キャベツともやしのサラダ 31.8 ｇ

大根と油揚げのみそ汁 22.2 ｇ

果物（ブルーベリー） 2.6 ｇ

929 kcal
ごぼうチップス 26.5 ｇ

フレンチサラダ 32.0 ｇ

夏野菜カレー 2.1 ｇ

○

26
木

○

牛乳,かえり煮干,豚肉 精白米,発芽玄米,強化
米,でんぷん,米油,三温
糖,サラダ油,上白糖,有
塩バター,小麦粉

ごぼう,キャベツ,赤たまねぎ,きゅ
うり,ホールコーン,レタス,にんに
く,たまねぎ,青ピーマン,しめじ,パ
セリ,セロリー,かぼちゃ,りんご
ペースト,フルーツチャツネ,なす

24
火

牛乳,木綿半押し豆腐,味
噌,しらす干し,花かつ
お,油揚げ,木綿豆腐

精白米,発芽玄米,強化
米,でんぷん,小麦粉,米
油,三温糖,サラダ油,板
こんにゃく

にんじん,こまつな,キャベツ,ご
ぼう,だいこん,えのきたけ,しめ
じ,干し椎茸,小玉すいか○

○

25
水

○

23
月

○

牛乳,かえり煮干,銀さ
け,鶏肉,もずく,味噌,木
綿豆腐

精白米,発芽玄米,強化
米,マヨネーズ,パン粉,
オリーブ油,サラダ油,し
らたき,三温糖,じゃがい
も

れんこん,にんじん,さやえんど
う,はくさい,ねぎ,トマト（個）

○

19
木

精白米,発芽玄米,強化
米,白いりごま,米油,三
温糖,小麦粉,白玉粉

こまつな,ごぼう,にんじん,ごぼ
う,はくさい,ねぎ,なめこ,しめ
じ,ブルーベリー○

20
金

○

精白米,発芽玄米,強化
米,サラダ油,三温糖,米
油,上白糖

たまねぎ,パプリカ（赤）,青
ピーマン,なす,キャベツ,にんじ
ん,きゅうり,かぼちゃ,ねぎ,こ
まつな,生プルーン

○

17
火

○

牛乳,かえり煮干,焼き竹
輪,あおのり,糸寒天,鶏
挽き肉

精白米,発芽玄米,強化
米,はなころも,米油,サ
ラダ油,でんぷん○

18
水

○

冷やし中華,上白糖,ごま
油,でんぷん,パン粉,も
ち米○

ロースハム,錦糸卵,牛
乳,かえり煮干,豚ひき
肉,鶏挽き肉,絞り豆腐,
卵

13
金

○

牛乳,かえり煮干,鶏肉,
ヨーグルト,糸かまぼこ,
ベーコン,鶏卵,パルメザ
ンチーズ

丸パン,上白糖,ごま,白
すりごま,マヨネーズ,サ
ラダ油,じゃがいも,パン
粉

レモン,ごぼう,きゅうり,にんじ
ん,干し椎茸,はくさい,ブルーベ
リー○

12
木

○

牛乳,かえり煮干,ホキ,
味噌,塩昆布,油揚げ,わ
かめ

精白米,発芽玄米,強化
米,マヨネーズ,焼きふ

しめじ,にんじん,水菜,たまね
ぎ,はくさい,きゅうり,もやし,
えのきたけ○

10
火

○

精白米,発芽玄米,強化
米,じゃがいも,サラダ
油,小麦粉,パン粉,米油,
三温糖,上白糖,白すりご
ま,オリーブ油

○

11
水

○

牛乳,かえり煮干,豚ひき
肉,ｻｲｺﾛﾁｰｽﾞ,卵,ツナフ
レーク,味噌,木綿豆腐

精白米,発芽玄米,強化
米,パン粉,サラダ油,三
温糖,じゃがいも,マカロ
ニ,マヨネーズ,上白糖

○

発芽玄米入りご飯

6
金

精白米,発芽玄米,強化
米,上白糖,三温糖,ごま
油,おやき発芽玄米入り鮭寿司

9
月

○

精白米,発芽玄米,強化
米,サラダ油,有塩バ
ター,小麦粉○発芽玄米入りご飯

4
水

○

牛乳,かえり煮干,豚挽
肉,鶏挽き肉,鶏卵,糸か
まぼこ,油揚げ,味噌,木
綿豆腐

精白米,発芽玄米,強化
米,上白糖,サラダ油

5
木

○

発芽玄米入りご飯

発芽玄米入りご飯

牛乳,かえり煮干,さくら
えび,いり卵,味噌,カッ
トわかめ

精白米,発芽玄米,強化
米,はなころも,米油,三
温糖,でんぷん,上白糖,
ごま,じゃがいも

脂質

食塩相当量

2
月

精白米,発芽玄米,強化
米,米油,パン粉,三温糖

3
火

○

精白米,発芽玄米,強化
米,でんぷん,米油,サラ
ダ油,三温糖,緑豆はるさ
め,上白糖,ごま油,白い
りごま

発芽玄米入りご飯

発芽玄米入りご飯

７月予定献立表

日 主食
牛
乳

おかず
赤の仲間

血や肉になる
黄の仲間

熱や力の元になる
緑の仲間

体の調子を整える

ｴﾈﾙｷﾞｰ

たんぱく質小
魚

○

○

○

○

○

発芽玄米入りご飯

発芽玄米入りご飯

丸パン

発芽玄米入りご飯

冷やし中華

発芽玄米入りわかめご飯

発芽玄米入りご飯

発芽玄米入りご飯

発芽玄米入りご飯

発芽玄米入りご飯

発芽玄米入りご飯

牛乳,豚ひき肉,絞り豆
腐,たまご,ちりめんじゃ
こ,花かつお,油揚げ,
カットわかめ,味噌

牛乳,かえり煮干,焼き竹
輪,味噌,ツナフレーク,
糸かまぼこ,鶏卵,なると

秋鮭,錦糸卵,手巻き寿し
用のり,牛乳,鶏肉モモ,
しらす干し,鶏ささみこ

ま,魚そうめん

牛乳,かえり煮干,豚ひき
肉,鶏卵,牛乳,生クリー
ム,海藻サラダ,糸かまぼ
こ,ベーコン,脱脂粉乳

牛乳,かえり煮干,おか
ら,豚挽肉,鶏卵,ベーコ
ン

ちりめんじゃこ,牛乳,し
しゃも,鶏卵,鶏胸肉,長
ひじき,さつま揚げ,大
豆,木綿押し豆腐,味噌

牛乳,かえり煮干,豚肉,
味噌,塩いか,糸寒天,油
揚げ

牛乳,かえり煮干,鶏挽き
肉,みそ,卵,油揚げ,味噌

にんじん,たまねぎ,ホールコー
ン,もやし,ほうれんそう,ねぎ,
パセリ,トマト（個）

青ピーマン,たまねぎ,にんじん,
キャベツ,ホールコーン,えのき
たけ,しめじ,はくさい,ほうれん
そう,ミニトマト

トマト,きゅうり,たまねぎ,夕
顔,にんじん,しめじ,葉ねぎ

レタス,水菜,キャベツ,きゅう
り,トマト,たまねぎ,干し椎茸,
にんじん,小玉すいか

精白米,発芽玄米,強化
米,パン粉,三温糖,白い
りごま,ごま油,上白糖

たまねぎ,にんじん,キャベツ,
きゅうり,もやし,だいこん,えの
きたけ,ねぎ,ブルーベリー

たまねぎ,ごぼう,えのきたけ,だ
いこん,キャベツ,にんじん,きゅ
うり,つぼ漬,ねぎ,ミニトマト

たまねぎ,にら,にんじん,きゅう
り,キャベツ,もやし,ねぎ,しょ
うが,はくさい,たけのこ,ほうれ
んそう,あんず（ハーコット）

たまねぎ,にんじん,むきえだま
め,キャベツ,もやし,ゆかり,は
くさい,こまつな,えのきたけ,ト
マト（個）

たまねぎ,にんじん,みつば,キャ
ベツ,ほうれんそう,だいこん,は
くさい,ねぎ,ミニトマト

青しそ,だいこん,きゅうり,こま
つな,にんじん,えのきたけ,はく

さい,みつば,オクラ

たまねぎ,ズッキーニ,だいこん,
きゅうり,にんじん,コーンペー
スト,かぼちゃペース,かぼちゃ,
ネクタリン


