
献立 黄：熱や力となる 赤：血や肉になる 緑：調子を整える エネルギー 献立 黄：熱や力となる 赤：血や肉になる 緑：調子を整える エネルギー

モロヘイヤ納豆 ★米　★なたね油　胡麻　白滝 納豆　煮干し　鰹節　味噌　　 ★モロヘイヤ　たまねぎ　昆布 胡麻にら納豆 ★米　胡麻　★なたね油　麩 納豆　厚揚げ　鰹節　味噌 ★にら　★人参　大根　

雑穀入り玄米ご飯 さつま芋 油揚　牛乳 ごぼう　★人参　★かぼちゃ 雑穀入り玄米ご飯 煮干し 干しいたけ　★いんげん　昆布

金平ごぼう 　 厚揚げと野菜煮 ★とうもろこし

かぼちゃの味噌汁 いんげんの味噌汁

おやつ 蒸かし芋　牛乳 469kcal おやつ とうもろこし 438kcal

にら納豆 ★米　★なたね油　砂糖　胡麻　 納豆　煮干し　鰹節　味噌　　 ★にら　乾しいたけ　 枝豆ご飯 ★米　胡麻　砂糖　 鮭　鰹節　豆腐　味噌　煮干し ★枝豆　★オクラ　若布　★ねぎ

雑穀入り玄米ご飯 油揚　高野豆腐　ヨーグルト ごぼう　玉ねぎ　★オクラ 鮭の照り焼き 牛乳 昆布　バナナ

高野豆腐と野菜煮 ★人参　昆布　バナナ オクラと若布のお浸し

オクラの味噌汁 豆腐の味噌汁

おやつ バナナヨーグルト 458kcal おやつ バナナ　牛乳 446kcal

雑穀入り玄米ご飯 ★米　胡麻　砂糖　★じゃが芋 鮭　煮干し　味噌　油揚 ★小松菜　もやし　昆布 小松菜納豆 ★米　胡麻油　 納豆　豚肉　味噌　鰹節　油揚 ★小松菜　★ズッキーニ　

鮭の塩焼き ★きゅうり 雑穀入り玄米ご飯 煮干し ★ピーマン　★トマト　★なす　

小松菜の胡麻和え ズッキーニの炒め物　トマト 昆布　グレープフルーツ

じゃが芋の味噌汁 なすの味噌汁

おやつ 味噌きゅうり 442kcal おやつ グレーププフルーツ 453kcal

雑穀入り玄米ご飯 ★米　★なたね油　★じゃが芋 豚肉　牛乳 たまねぎ　★人参　しょうが　

カレー 砂糖　胡麻油 にんにく　★トマト　レタス

夏野菜サラダ ★きゅうり　バナナ

おやつ バナナ　牛乳 464kcal

ちらし寿司 ★米　砂糖　★なたね油　胡麻 卵　煮干し 乾しいたけ　★絹さや　 ねぎ味噌納豆 ★米　胡麻油　砂糖 納豆　味噌　豆腐　豚肉　卵 ★ねぎ　乾しいたけ　★人参

蒸しかぼちゃの胡麻ドレがけ そうめん ★人参　のり　★かぼちゃ　 雑穀入り玄米ご飯 鰹節　油揚　煮干し　 ★にら　★白菜　しめじ　昆布

七夕そうめん汁 ★オクラ　昆布　オレンジ 豆腐とにらのチャンプルー ヨーグルト バナナ

白菜としめじの味噌汁

おやつ オレンジ 449kcal おやつ バナナヨーグルト 457kcal

豆ご飯 ★米　★なたね油　胡麻　麩　 ★ぱんだ豆　油揚　鰹節　味噌　 ★切干大根　★人参　昆布 雑穀入り玄米ご飯 ★米　片栗粉　★なたね油 鯵　鰹節　厚揚げ　味噌 ★人参　★ピーマン　乾しいたけ

切り干し大根としいたけ煮 白滝　砂糖　 煮干し　牛乳 乾しいたけ　★いんげん　 鯵の野菜あんかけ ★じゃが芋 煮干し　バター もやし　★絹さや　昆布　

いんげんと麩の味噌汁 ★かぼちゃ　 絹さやの味噌汁

おやつ かぼちゃの甘煮　牛乳 470kcal おやつ じゃがバター 431kcal

麻婆なす丼 ★米　★なたね油　胡麻油　 豚ひき肉　味噌　卵　煮干し　 ★なす　★にら　もやし　★人参 そうめん そうめん　★なたね油　片栗粉 煮干し　厚揚げ　鶏ひき肉　 ★ねぎ　若布　昆布　★小松菜

春雨サラダ 片栗粉　砂糖　春雨 牛乳 ★きゅうり　★とうもろこし 厚揚げのそぼろがけ 牛乳 ★人参　★トマト　バナナ

小松菜の中華スープ ★小松菜　乾しいたけ　昆布 トマト

バナナ

おやつ バナナ　牛乳 472kcal おやつ バナナ　牛乳 457kcal

雑穀入り玄米ご飯 ★米　砂糖　胡麻　白玉粉 鯖　味噌　豆腐　煮干し ★トマト　昆布　えのき　★にら 梅としらすご飯 ★米　胡麻　★なたね油　白滝 しらす　鰹節　油揚　竹輪　豆腐 梅干し　★切干大根　★人参

鯖の胡麻味噌焼き きな粉 切干大根炒り 味噌　煮干し　 乾しいたけ　若布　昆布　★枝豆

トマト 豆腐の味噌汁

豆腐とえのきの清汁

おやつ きな粉団子 447kcal おやつ 枝豆 439kcal

ひじき納豆 ★米　★なたね油　★じゃが芋 納豆　豆腐　卵　味噌　煮干し ひじき　乾しいたけ　ねぎ 豆ご飯 ★米　胡麻　麩　★なたね油 ★ぱんだ豆　鰹節　卵　味噌　 ひじき　★人参　★にら　昆布

雑穀入り玄米ご飯 麩　砂糖 ヨーグルト ★人参　ごぼう　昆布　バナナ ひじき煮 白滝　砂糖 煮干し　牛乳 ★かぼちゃ

炒り豆腐 にらと卵の味噌汁

じゃが芋の味噌汁

おやつ バナナヨーグルト 424kcal おやつ かぼちゃの甘煮　牛乳 469kcal

梅ご飯 ★米　胡麻　★なたね油 ★大豆　鰹節　煮干し　 梅干し　★人参　ごぼう　

五目大豆煮 こんにゃく とろろ昆布　ねぎ　昆布　　

とろろ昆布の清汁 ★トマト

おやつ トマト 421kcal

オクラ納豆 ★米　★なたね油　さつま芋 豚肉　納豆　★大豆　鰹節　油揚　 ★オクラ　★人参　玉ねぎ　

雑穀入り玄米ご飯 ★じゃが芋 味噌　牛乳 ★キャベツ　昆布

じゃが芋の煮物

キャベツの味噌汁

おやつ 蒸かし芋　牛乳 494kcal
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　　◇子ども達の心と体にとって、本当に良い給食を目指し、金山町立診療所の柿崎栄養士さんのご指導を受け、

　　◇今月から献立表の表示を変更させていただきました。主な変更点は下記のとおりです。

　　　１．材料を「黄：熱や力となる」「赤：血や肉となる」「緑：調子を整える」の3分野に分類して表示

これからも「地産地消」「身土不二」「一物全体」「まごはやさしい」を合言葉にがんばります！

　　　おやつの内容や栄養バランスなど、改善いたしました。是非、みなさんも実際に食べに来てくださいね！
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　　　２．おやつと消費エネルギーを表示

　　　３．金山産の食材は★印で表示

　　　※ おかげさまで、「めごたま給食会」のみなさんのご協力により、7月の野菜はほとんど金山産となります。
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