
動動感歯髄励鯛献立表勘勘励励励 平2年　　　　　　　　　　　　　縫篤区一由綺中学校 

日 �8t 日 �牛 乳 �i獣　1け　　宋 �赤の食品 �第色の食品 �鰭の景品 �∬ 補って機しん＼ 食品 �■ （上段）主食主菜 （下段）副菜汁物デザート �血や肉になる �働く力になる �体の調子を篭える ��エネルギー たんば＜■ 

3 �火 �○ �麦こはん油淋鶏（ユーリガー） �鶏肉木綿JE縞牛乳 �こめ麦でん粉薄力粉 上白糖米ぬか油ごま油 �にんじんこまつなあさつき しょうがにんにくねぎもやし �綱 棚 �幻kヵ1 28，0g 
塩和えもず＜スープ　　　　　　〔 �もずく �いりこ琶 �えのきたけ 

4 �水 �○ �　　　　　　　　かみかみ献立 やこめ焼きししゃも �大豆油揚げ嫡こし豆腐 �こめもち米上白糖でん粉 �にんじん熟みつばこまつ屯 　　　玉葱 �肉類 �m　kd 
ごぼう揚げ小松菜のみそ汁 �米みそ牛乳ししゃも �米ぬか油いり詣 �干し椎茸こぼう えのきたけ �芋類 �307　g 

5 �木 �○ �蒜妄誓認ノ‾　運動應予備旧 �鶏肉レンズまめ牛乳 �こめ麦小麦粉じゃ机＼も 中さら糖米ぬか油パター �にんじんトマトピューレ しょうがにんにく玉穂 マッシュルーム福神沸 小玉すいか �職 場 �幻6k威 28．4g 

6 �金 �○ �米粉パンツナチーズロープ �まぐろ缶詰た雇こ �米朝パンパン甥じゃがいも �ピーマンにんじん玉葱セロリ �豆・豆製品類 �826　k威 
ジャーマンポテトジュリアンスープ �ベーコン牛乳 ピザチーズ �米ぬか油パター �キャベツ �きのこ糟 �40．8g 

9 �月 �○ �七分つきこはんアジフライ ハリハリサラダあおさ汁 �まあじたまご �七分つ蕃米麦小麦粉 �にんじんt刀干しだいこん �t　疇 �808　kat ボンレスハム絹こし立県 米みそ牛乳あおさ �パン粉三浪糖じゃ肌lも ごま由米ぬか油 �きゅうりね麿 �棚 �33．9　g 

10 �火 �○ �みそラーメン煮たまご �豚肉光みそたまご �蒸し中華♯上白糖 �にんじんこらにんにく 　　　　　＼ �魚介＃ �844　k威 
′ヽし． おかしなおかしな白玉焼き「二＝・「 �牛乳粉かんてん �米ぬか泊パター �しょうが玉類もやしはくさし ホールコーン缶詰ねぎもも缶 �1実蟻 �34．1g 

11 �水 �○ �小梅ごはん木の新書』誓聖」 ひじきのマ1」ネ豚汁 �笹か謹ぽこまぐろ缶詰 �こめでん粉三渥糖 �しそ襲にんじん梅ねぎもやし 書ゆうりホールコーン缶詰 コまうだいこん � �804 
絞り豆腐豚肉油揚げ 本線豆弼米みそ牛乳 ひじき �板こんにゃくじゃがいも いりこ琶マヨネーズ 米ぬか泊ごま油 ��晶 �　k感 28．3g 

1－2 �木 �○ �麦こはん厚揚げの肉みそソース �生揚げ豚肉米みそ �こめ麦≡温糖でん粉 �のざわなにらにんじん �魚介類 �796　kd 鶏肉たまこ娼こし豆腐 �突きこんにゃくごま油 �こまつなしょうがねぎ �きのこ聾 �33．4　g 

野沢菜ふりかけ香味あえかきたま汁 �牛乳しらす干し �米ぬか油いりごま �キャベツもやしにんにく 

13 �金 �○ �ピザドックアスパラのクリーム煮 �ボンレスハムベーコン �コッペパンじゃがいも �ピーマンにんじんアスパラガス ‾にく玉葱マ、・シルーム �豆・豆製暴類 �771k虫1 
くだもの �鶏肉牛乳ピザチーズ 生クリーム幣チーズ �小麦粉米ぬか油パター �にん　　ツユ セロリすもも �耕 �29．4　g 

16 �月 �○ �わかめご飯鯖のピリ辛焼き �さば糸削り油耕す �こめ上白糖ごま油 �こまつなにんじんにんにく 　　カー　ベ≠ �肉ヰ �7rr　k鴎1 
お浸しみそ汁 �米みそ牛乳わかめ �いりごま �ねぎしょうキヤツ だいこんえのきたけ �細 �34．1g 

17 �火 �○ �詣弓諾三言認さいゼlJ＿盛 �豚肉大臣牛乳 粉かんてんカルピス �こめ麦じゃがいも上白糖 �にんじんピーマン赤ピーマン にんにく玉穂セロリきゅうり �掴 �774　k冶1 米ぬか油 �マッシュルームキャベツ ホールコーン缶詰弟ピーマン �聯難 �27．0　g 

23 �月 �○ �こはん海鮮豆腐 �豚肉えぴぃか木綿豆腐 �こめ三温糖でん扮 線豆はるさめ米ぬか油 �にんじんにらねぎ玉葱 にんにくしょうがえのきたけ �槻 瀬 �834koal 34．4g 
中華風レタススープくだもの �札内牛乳 �ごま油いりごま �レタスみかん 

24 �火 �○ �ゆかりご飯千草焼き �たまご豚肉生揚げ �こめ葦三温驚 �にんじんほうれんそう玉葱 �肉薄 �789　koal 
米みそ牛乳チーズ �突きこんにゃく米ぬか油 �ごぼうねぎ �果艶麹 �310　g 

きんぴらごぼうわかめと厚揚げのみそ汁 �わかめ �いりごま 

25 �水 �○ �フレンチトーストミートボールシチュー �たまごベーコン豚肉 �胚芽食パン上白糖 じゃ机lもパン粉でん粉 �にんじんパセリブロッコリー �野望 �835　kd 
アーモンドサラダ �大豆牛乳 �≡温糖小麦粉パター 米ぬか油アーモンド �玉葱セロリキャベツきゅうり �きのこ類 �33．4　g 

26 �木 �○ �麦こはん国鍋肉（木イ〕－ロー） �豚肉米みそ本欄荘属 �こめ麦三溝糖でん籾 縁更はるさめ米ぬか油 �にんじんピーマンこまつを にんにくしょうが干し椎茸 �菓・豆製品聾 　欄 �776b感 30．1g 
酸辣湯（サツラータン）くだもの �たまご牛乳 �ごま油 �ねぎキャベツ小玉すいか 

27 �金 �○ �たくあんこはん魚の塩麹焼き �さわら米みそ鶏肉 �こめ蓋≡温攣じゃ机1も 板こんにゃくいりごま �にんじんこまつなたくあん きゅうりキャベツもやし �肉難 湘 �762k戚 33．7g 
みそドレッシングサラダかみなり汁 �木綿瑚牛乳 �米ぬか鴻ごま油 �ごぼうだいこん干し棚 

30 �月 �○ �らくさうどんちくわの磯辺揚げ �豚肉油揚げ蒸しかまぼこ 米みそ焼き竹輪たまご �冷凍うどん小麦粉米ぬか油 �にんじんさやえんどう �皇・譲畠醸 �769　kOal 
水ようかん �あずさ牛乳あおのり 粉かんてん ��干し椎茸たけのこ �棚 �35．7　g 

※食材料購入等の教会により、献立を変更させていただくことがあります。 

摂取エネルギー
全体の25－30％

日払日日日脚！

ご蒙義ではこhなrt膏」を！

①　いっしょに食事の支度をしましょう。

②　家族で食卓を謹みましょう。

③　「早寝・早起き・朝こはん」で生活リズムを整えましょう。

＠　地場産物や季節に合わせた行事食を取り入れましょう。

⑤　家庭菜園や農業体験をする機会を持ちましょう。

十　4日（火）かみかみ献立

6月4～10日は歯の衛生週間です。

噛むことを意識しながら食べましょう。

十11日（火）入梅献立

入梅にちなんで、小梅こはんを取り入れました。

その他、アスパラやアジ、レタスなど旬の食材を使用します。


