
Jやや鞄川甲q健診

ロマ川JOa†摩り
騨　　　　　　　　　　　　　　　　6月　献立表 

平成27年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　絵島区立　柄中学校 

日 �曜 日 �牛 乳 �蹴　　一17　　　第 �赤の食品 �蜘品 �樺の食品 �こ雌で 檜って鋏しい 1品 �宋　t　価 
‾（上段）主食主菜 （下段）‾副菜■■汁物デザート �＿　血や肉になる �■く力になる �体の撫子を集える ��エネルギー たんばく★ 

2 �火 �d �麦ご飯　油淋鶏 �納　本耕　牛乳 �米：責．でん粉小麦粉 砂義■米油：ごま油 いりごま �にんじんul松葉あさっさ ねぎしょうが■にんにく もやしえのき1 �… �803旭l 
野菜塩和え　もず＜スエフ �もすく ���棚 �28．0書 

3 �水 �0 �やこめ　焼きししゃも �大豆　油け　■瑚＿ �米　もち米　砂糖　でん贈 �にんじんみつば噸彊 干し椎暮ごぼう玉♯ えの重義 �．肉1 �7701也如 
ゴボウ揚げ　味噌汁（小松菜） �みそ　LL廿も・牛乳 �米油　いりごま ��筆書 �307g 

4 �木 �○ �チキンレンズカレー 福神漬け果物 �鶏肉　レンズ豆　牛乳 �米　麦　小麦粉　じゃが芋 �にんじんしょうが にんにくトマトピューレ 玉頼マッシュルーム 鞄神♯けメロン �■■ 榊 �8361由I 中ざら精　米油　パター �� �28．6g ノ 

5 �金 �○ �米粉パン　ツナチーズロープ �ツナ缶　棚　ベーコン �米粉パン　パン粉 �にんじん　ピーマン　玉欝　‾ �喜・最■島 �826k澹l 
ジャーマンポテト　ジュリアンスープ �ピサチーズ　牛乳・ �じゃが芋　米油　パター �セロリ　キャベツ �キノコヰ �488g 

8 �月 �0 �七分つきこはん－r鯵フライ ハリハリサラタあおさ汁 �♯　ガ　ハム　絶宜縞 �胚芽米慶か麦粉 パン粉’■三豊♯米油 ごま油 �にんじん畜炒うりこねぎ 切り干し大根 �爛 �∝但k曙I みそ　あおさ　牛乳 ���棚 �339g 

9 �火 �P �味噌ラーメン �豚肉みそ覇扮響天 牛乳 �黙し中書麺　砂精　米油 �にんじんtこらにんにく 畠う彗＿苦慮もやし �… �844k虫I 
煮卵　おかしなおかしな目玉焼き ��パター ��■繊 �34．1g 

10 �水 �0 �小梅ご飯木の葉焼き ひじきのマリネ豚汁 �笹かまぼこツナ缶 豚肉1油揚げ 木闘ひじき牛乳 �米でん瑞≡濃糟漉す じゃが芋マヨネーズ いりごま米油ごま油 �にんじんしそ樽もやし きゅうりコーンこぼう、． 大根 �品 �8041也撼 28．3g 

11 �木 �○ �麦ご飯　厚揚げの肉みそソース �生線け豚肉みそ． 1ヰ内聞尊卑縞 牛乳 �米・董一三諷撫　でん粉 �にんじんにらしょうが ねぎもやしきゃべつ にんにく �魚介積 �779　k虫l 
野菜と鶉竜の香味あえ　かきたま汁 ��鵡攣二‾米札いりごま ��キノコヰ �327g 

12 �金 �0 �ピザドック＿アスパラのクリーム煮 乗物r �ハムベーコン札内 ピサチーズ生クリーム 粉チーズ・牛乳 �コッペパンじゃが芋 小麦粉米麹パター �トマトピューレピーマン にんじんアス／†ラガス 玉欝セロリにんにくJJ マッシュルームメロン �葺ノ屋犠島 �770k感 ：扮6g 一了鵬′ 

15 �月 �○ �わかめご飯　鯖のピリ辛焼き �書　糸削り節　油揚げ �米　砂糖　ごま油 �小松菜にんじんにんにく ねぎしょうがきゃペつ 大根えのき攣 �．‾　如 �7771触感 
野菜のお渡し　味噌汁（大根・油揚げ） �みそ　わかめ　牛乳 �いりごま ��細　■ �34．1g 

16 �火 �○ �チ‾リヨンカンライス ／誓＿駆坪ラタあじさいゼ■」－ �豚肉　大豆　粉事天 �米麦じゃが宇砂糖＿ 米油 �にんじんピーマン 療ピーマントマトピュ⊥レ ホールトマトにんにく 玉葱セロリコーン マッシュルーム雛ピー寸ン �魚介ホ �mkel 27．0g カルピス　牛乳 ���■棄Rl 

22 �月 �0 �七飯　海鮮豆腐　二 �豚肉　エビ　いか �米でん粉≡温糟 繰≡雷雨米油ごま油 いりごま �にんじんにら．ねぎ．玉穂 にんにくしょうがレタス えのき茸冷凍ミカン �職 �834血暮 
中華風レタスネ「プ果物 �木闘　1肉　牛軋 ���紳 �34．4g 

23 �火 �○ �ゆかりこ飯　事等焼き �岬豚肉油沸け．みそ ピサチーズわかめ 牛乳 �米　麦　三先精・鵡義 �にんじん　ほうれん攣　玉穂 �鵬 �789k如 
きんぴらごぼう．∴わ押めと厚揚げの味噌汁 ��米抽　いりごま �ごぼう　ねぎ �糊 �30．0g 

・鱒 �水 �○ �フレンチトースト‾、‾ミートボールトマトシチュー アーモンドサラダ � �胚芽食パン砂糖 じゃが芋パン粉でん扮 三温♯バター米油 スライスアーモンド �にんじんトマトピューレ パセリブロッコリー玉養 セロリきゃべつきゅうり � �835 卵ベーコン．豚肉 大更牛乳 ���… ■キノコ覿 �　k為1 3a4g 

率 �木 �○ �麦ご飯ホイコーロー 酸辣濡果物 �桝　みそ　木棚 �米麦三九糖でん粉 織笠書爾▼米油ごま油 �ピーマンにんじんか松葉 にんにくしょうが �三・珊品 �776ぬ1 30．1さ 岬　牛乳　＿－ ��干し穐筆書やペつねぜ 小玉スイカ �耕 

26 �金 �0 �たくあんこはん．魚の塩麹焼き �さわら　みそ・鶏肉 �米養．塩Il三温♯ じゃが革袴書米油 ごま油いりごま �にんじんか松葉さゆうり きゃべつもやしごぼう 大横‾熟みたくあん �舞鶴 �762　k虫I 
みそドレッシングサラダ　かみなり汁 �木綿宜ヰ　牛乳 ���鵬 �33．7g 

29 �月 �○ �ちくさうどん竹輪の磯迦揚げ 水ようかん �豚肉油▲け1■埼ぽこ みそ焼き竹♯蝉．：…、－′ ■のり燐宍牛乳 �■冷凍うどん　か棄粉　米油 �にんじんさやえんどう 干し椎茸たけのこ �宣・塁か島 �769bl 35．7g 糊 

30 �火 �d �鶏ごぼうピラフ　鮭のラビコットソース �鶴肉．瞥　ベーコン �米　麦　小彙粉　砂糖 �にんじん．鴫松葉トマト パセリごぼう �■＃ �783　k知 
野菜スープ �レンズ豆　牛乳 �パター　米油　オリーブ油 �マッシュルームグリンピー‾ スきゅうりレモン �翔 �37．5g 

※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。

栄職 �三景JLギー �タ二′バク¶■ �IH■ �力JLミ／▼つム �蝕 �ピタ：≧：ソ ����食物■ll鹸 �食塩】8当－ 
k迫1 �書 �　　％ l加工よjLギー一・会鮨 �nlg �nlg �A〟gRE �BllTlg �B2nlg �C汀噂 �g �g 

6月平均 �747 �324 �25 �383 �■■■3．2 �291 �846 �0．63 �33 �5．6 �3．5 

群取暮攣 �820 �25｛■40 �摂取エネルギー 全1本の25－30％ �450 �一、．－－4・0 �3∝〉 �？・50 �0．60 �35 �＿　8．5 �8．0 

☆6月4日から10日はr歯の衛生週間Jです。
給食では1日早い鳩目に五・ごぼう・小魚を使用したかみかみ献立です。よくかんで食べるようにしましょう。


