
平 �2年　■　　　　　　　7月献立表　　　　　　　縫篤区立踊中軸 

日 �疇 日 �牛 乳 �献　　市　　来 �赤の食品 �黄色の食品 �録の食品 �こ蒙書で ♯って欲しい 食品 �■ （上段）主食主菜 （下段）副菜汁物デザート �血や肉になる �鳴く力になる �体の弟子奇警える ��エネルギー たんばく■ 

1 �火 �○ �鶏ごぼうピラフ鮭のラビコットリース �鶏肉鮭ベーコン �こめ麦小麦粉上白糖 　、油 �にんじんトマトパセリ こまつなごぼうマッシュルーム �弁難 �783　kcal 
野菜スープ �レンズまめ牛乳 �有塩パター米ぬか オリーブ油 �玉葱グリンピースレモン きゅうりにんにくキャベツ �いも蟻 �37．5g 

2 �水 �○ �たこめし雑穀しゆうまい �まだこ豚肉魚肉たまご �こめもち米古代米三温帯 �こまつなにんじんしょうが �魚介頬 �750　k迫l 
」 黒ごま和えむら雲汁 �絹こし豆腐牛乳ひじき �でん髄ごま油すりごま �玉穂干し椎茸はくさいねぎ �果物想 �34．0g 

3 �木 �○ �アーモンドトースト �いんげんまめベーコン �胚等食パンクラニュー糖 じゃがいも小麦粉上白糖 �パセリブロッコリーヒんにく 　もろ‾し缶詰（クリ1） �肉膿 �820　kGal 白インゲン塁のポタージュ ブロッコリーサラダ �牛乳生クリーム �マーガリンアーモンド 米ぬか油有塩パター �玉葱とう　し ホールコーンキャベツ �潮 �27．5g 

4 �金 �○ �麻婆茄子丼 チンケン葉としめじのスープ杏仁フルーツ �豚肉米みそ井内 末続豆腐牛乳 �三溝糖でん鞍こめ上白糖 �にんじんさやいんげん テンゲンツアイにんにく �魚介類 �834　k狙l 米ぬか油ごま油 �しょうがたけのこ干し椎茸 ねぎなすふなしめじみかん缶 �囁異類 �29．0g 

7 �月 �○ �五目寿司笹かまの天ぷら �えび鶏肉笹かまぼこ �こめもち米上白糖≡温糖 �にんじん糸みつぼかんぴょう �豆・豆1品糟 �754　k冶l‾ 
たまご牛乳刻みのり �そうめんあられ艶小麦粉 �干し椎茸たけのこさくらんぼ �いも類 �29．0g 

七夕そうめん汁くだもの �こんぷ �米ぬか油 

8 �火 �○ �豆若こはん厚焼き卵 �大豆豚肉たまご油揚げ 木綿塁腐米みそ牛乳 �こめ麦三遷糖米ぬか油 �にんじんこまつな玉葱 切干しだいこんごぼう �内規 棄勤規 �788k迫l 31．7g 
切り干し大根の含め煮五目味噌汁 �炊き込みわかめひじき ��だいこんねぎ 日本かぼちゃにんにく しょうが玉葱なすズッキーニ セロリ大根（福神潰lえだまめ 

9 �水 �○ �夏野菜カレー �豚肉牛乳ヨーグルト �こめ麦じゃがいも小麦粉 中さら糖米ぬか油 ��魚介類 きのこ類 �糾kGal 25．9g 
福神漢吉田さんちの茹で枝豆くだもの ツナバーガーボルシチ ��有塩パター �温州蜜柑 

10 �木 �○ ��まぐろ缶詰ベーコン �丸バンじゃがいも三温糖 マヨネーズ米ぬか油 �パセリにんじんトマトピューレ レモン玉葱にんにくキャベツ �萱・宜＃品難 覆乗や �845k漁1 30．0g 
くだもの �豚肉牛乳 �有塩バター �小玉すいか にんじんチンケンツアイこねぎ しょうが干し椎茸たけのこ 

11 �金 �○ �麦‾はん豆腐とエビのうま煮 �豚肉えび木綿豆腐 鶏肉牛撃L �こめ菱三温糖でん粉 ��肉鶏 �764　k温1 
し 伴≡糸冬瓜のス－プ ��米ぬか油ごま油いりごま �玉葱はくさいねぎもやし きゅうりとうがん �椚 �34．3　g 

14 �月 �○ �タコライス 和風もず＜スープサーターアンタギー �豚肉大豆未練笠腐 �‾め＝温糖小麦箭黒砂糖 �にんじんホールトマト缶詰 こねぎしょうがにんにく玉穂 �魚介類 �880　ka1 
たまご牛乳 プロセスチーズもすく �Ll．＿ 米ぬか油いりごま �セロリキャベツきゅうり えのきたけ にんじんこまつなしょうが にんにく玉焉だいこん キャベツきゅうり干し椎茸 たけのこ �いも類 �29．4　g 

15 �火 �○ �雑穀入りこはんとびうおハン／トグ �とびうお鶏肉絞り豆腐 �こめ菱きび古代米 パン粉上白糖三湿糖 ��豆・豆製品類 乗物妓 �752kc81 32月g 
ごまドレサラタ沢煮椀 �たまご豚肉牛乳 �米ぬか油ねりごますりごま 

16 �水 �○ �坦々つけめん �豚肉牛乳ひじきアカー �蒸し中華めん三温鸞上白糖 �にんじんこまつなねぎもやし �魚介輝 �810　kcal 小松菜とひじきのナムル すりおろしりんごゼリー ��米ぬか油すりごま芝麻醤 ごま治 �玉類にんにくしょうがキャベツ りんご �きのこ規 �28．6　g 

17 �木 �○ �パエリヤ �鵡肉えぴぃかあさり �菱こめじゃがいも はちみつでん粉有塩パター �ブロッコリーにんじんトマト モロヘイヤにんにく玉穂 マッシュルームグリンピース キャベツセロリぶなしめじ �豆・豆製品類 　淵 �8CBkGal 29．8g 
ハニーサラダモロヘイヤとトマトのスープ ごはんいわしの蒲焼き �ベーコンたまご牛乳 �来由か油オリーブ油 

18 �金○ ���油揚げ米みそ牛乳 �こめでん粉三温糖 �こまつなにんじんしょうが きゅうりキャベツねり穐 �品 �818k戊1 305g 
梅のり和え茄子と菩荷のみそ汁 �まいわしのりわかめ �米ぬか油いりこましま油 �なすみょうがねぎ 

※食材料購入等の都 �����合により、献立を変更させていただくことがあります。 ※食材料 �����購入等の都 �合により �献立を変更させていただくこと ���がありま �す。 

栄鸞素 � � � �力しモrつム �銭 �ピ■9三二／ ����二二　乙・■Jr‾′： �竃壇欄当暮 

エスルギー kGal �－9シバウ曹 　g �飴曹 ％ �ノミノ mg �mg �A〟gRE �81mg �82mg �Cmg �g �g 

7月平均 �801 �307 �（1事前エスルギー今他 　29 �374 �3．3 �298 �0．49 �0．62 �36 �6．0 �3．6 

摂取基準 �820 �25′、′40 �摂取エネルギー 全体の25－30％ �450 �4．0 �300 �0．50 �0⊥60 �35 �6．5 �3．0 

ヰ　2日（水）筆算壁献立

ヰ　7日（月）もタ献立

♯　9日（火）地産地消

♯14日（月）郷土料理

笥饗宴とは、昼が1年の中で最も長い夏至から数えて11日白にあたる日をさします。今年は7月2日で

す。半夏生には、豊作を祈願して「タコ」を食べる習慣があります。この日はrたこめし」です。

7月7日の七夕にちなんだ献立です。「七夕そうめん汁」は・そうめんを天の川に見立てたメニューです。

星の形をしたお松と、桃色、黄色、緑色と色とりどりのそうめんを使います。

田柄中の近くの畑でとれた枝豆を、給食室で塩ゆでしていただきます。農家の人に感謝して食べましょう。

沖縄の料理である「タコライス」や「サータアンタギー」と、沖縄産のもず＜を使ったスープです。

今月は、夏野菜を使ったメニュー

がたくさん登場します！

鷺野藻毯

たく惣ん食べよう

∵∵


