
　　令和元年度

献立名 エネルギー たんぱく質 主に身体をつくる食品 主に熱や力になる食品 主に調子を整える食品

日 曜 主食 のみもの お　か　ず Kcal g 赤色 黄色 緑色

わかめとごまの混ぜご飯 牛乳 手作りシュウマイ（２） 牛乳　　わかめ　　鶏肉　　 精白米　　油　　砂糖　　ごま たまねぎ　　切干大根　　

3 月 けんちん汁 741 30.9 豚肉　　豆腐　　 でんぷん　　ごま油　　 干ししいたけ　　にんじん　　　　

しゅうまいの皮　　じゃがいも ごぼう　　大根　　　　　　

≪歯と口の健康週間≫
かむカムライス 牛乳 ほうれん草の白和え 牛乳　　ひじき　　油揚げ　 精白米　　油　　砂糖 にんじん　　いんげん　　

4 火 ささ身入りすまし汁 720 26.9 大豆　　鶏肉　　押し豆腐　 カシューナッツ　でんぷん ほうれん草　しめじ　　

ツナ　　みそ　　かまぼこ ねぎ

タンメン 牛乳 ホット中華麺 牛乳　　豚肉　　チーズ ホット中華麺　　油　　砂糖 にんにく　　しょうが　　にんじん

5 水 チーズとポテトの包み揚げ 840 34.1 でんぷん　　じゃがいも もやし　　　はくさい　　にら

メロン（１／１６） 春巻きの皮　　小麦粉 ねぎ　　　  メロン

手作りカレーパン 牛乳 ミネストローネ 牛乳　　豚ひき肉　 子どもパン　　油　　砂糖 にんにく　　しょうが　　玉ねぎ

6 木 フルーツ杏仁プリン 831 28.3 ベーコン でんぷん　　小麦粉　 にんじん　　キャベツ　　

パン粉　　じゃがいも　　 トマト缶　パセリ

木の葉丼 牛乳 野菜と鶏肉のみそ汁 牛乳　　ちくわ　　はんぺん 精白米　　押麦 玉ねぎ　　にんじん　　枝豆

７ 金 きな粉白玉 760 26.2 卵　　　鶏肉　　　豆腐 砂糖　　　でんぷん 大根　　ねぎ

みそ　　きな粉 白玉だんご　黒砂糖

ごはん 牛乳 デミグラスハンバーグ 牛乳　　豚肉　 精白米　　生パン粉 玉ねぎ　　にんじん　　小松菜

10 月 こまつなサラダ 845 32.8 豆腐　　ちくわ 油　　　　砂糖　　　　　　 枝豆　　　キャベツ　　レモン

フワフワスープ パルメザンチーズ　卵 パン粉　　でんぷん ほうれん草　

照り焼き
フィッシュバーガー 牛乳 スライス入り子どもパン 牛乳　　メルルーサ 子どもパン　油　でんぷん ごぼう　　にんじん　　玉ねぎ

11 火 ごぼうサラダ 811 29.3 鶏肉　　スキムミルク ごま　　じゃがいも クリームコーン　ホールコーン

つぶつぶコーンスープ 小麦粉　バター　 パセリ　　　

チキンと小松菜のﾊﾟｽﾀ 牛乳 海藻サラダ 牛乳　　　　鶏肉 油　　オリーブ油 にんにく　　玉ねぎ　　小松菜

12 水 あじさいゼリー 730 27.5 刻みのり　　わかめ スパゲティ　　ごま油 キャベツ　きゅうり　

砂糖　　ごま たけのこ　コーン　ぶどうジュース

ごはん 牛乳 いわしのかば焼き 牛乳　　いわし 精白米　　油　　 しょうが　キャベツ　きゅうり

13 木 森のきのこサラダ 787 26.6 豆腐　　みそ でんぷん　砂糖　　 玉ねぎ　　しめじ　　まいたけ

豆腐のみそ汁 大根　ねぎ　にんじん　小松菜　

チンジャオロース丼 牛乳 ごはん 牛乳　　　豚肉 精白米　　油　　砂糖　　 にんにく　　しょうが　　たけのこ

14 金 たもぎたけの中華スープ 779 28.2 でんぷん　ごま油 干ししいたけ　ピーマン　にんじん

もやし　　　小松菜　　　たもぎ茸

17 月

18 火

キムチうどん 牛乳 地粉うどん 牛乳　　豚肉 地粉うどん　　でんぷん にんじん　　大根　　もやし

19 水 みそポテト（郷土料理） 764 25.8 卵　　　みそ　　　 じゃがいも　　小麦粉 干ししいたけ　　キムチ　　白菜

ひじき入り変わり金平 ひじき 油　　砂糖　　ごま にら　　いんげん

かてめし（郷土料理） 牛乳 さかなの塩焼き 牛乳　　鶏肉 精白米　　油　　砂糖 ごぼう　　れんこん　　にんじん

20 木 ねぎぬた　（郷土料理） 721 29.0 油揚げ　トロアジ すいとん 干ししいたけ　ねぎ　　にら

つみっこ　（郷土料理） わかめ　みそ しめじ

カラフルピラフ りんごジュース 蒸し鶏のクリームソースがけ ベーコン　　鶏肉 精白米　　油　　バター 玉ねぎ　にんじん　マッシュルーム

21 金 オニオンドレサラダ 755 28.6 牛乳　　生クリーム 小麦粉　　砂糖 コーン　赤ピーマン　エリンギ

チーズ ほうれん草　キャベツ　きゅうり　切干大根

みそチキンカツ丼 牛乳 麦ごはん 牛乳　　鶏肉 精白米　　押麦　　小麦粉 にんにく　　キャベツ　　にんじん

24 月 ボイルきゃべつ 787 32.2 みそ　　生揚げ パン粉　　油　　　砂糖 ごぼう　　　れんこん　　ねぎ　　　　

生揚げのみそ汁 ごま油　　じゃがいも

夏野菜カレー 牛乳 麦ごはん 牛乳　　豚肉 精白米　　押麦　　油 玉ねぎ　にんじん　かぼちゃ　ピーマン　　　

25 火 ツナサラダ 778 28.2 チーズ　ツナ じゃがいも　　バター 赤ピーマン　ズッキーニ　なす　トマト缶

小麦粉　　 枝豆　キャベツ　きゅうり　コーン

塩焼きそば 牛乳 タイ風スープ 牛乳　　豚肉 蒸し中華麺　　油 にんじん　　もやし　　キャベツ

26 水 697 29.7 ちくわ　 きくらげ　　こまつな　

大根　　　　しょうが

中華五目ごはん 牛乳 ねぎとわかめのスープ 牛乳　　焼き豚　　えび 精白米　　油 にんじん　　筍　　干ししいたけ

２７ 木 アセロラミルクゼリー 736 29.5 鶏肉　　わかめ ごま油　　砂糖 ねぎ　　

≪開校記念日≫
タコライス 牛乳 もずくスープ 牛乳　　大豆　　豚肉 精白米　　押麦　　 たまねぎ　　トマト缶　　キャベツ

28 金 サーターアンダギー 820 30.5 チーズ　もずく　 オリーブ油　　砂糖 もやし　　

ごま油　ミックス粉　油

　　　◎ＪＡあさか野農協宗岡支店・・・6月10日（月）

※今月の減塩給食おすすめ献立は、21日（金）です。（塩分1.8ｇ）

※2９（土）は、宗岡中学校の開校記念日です。人気の『タコライス』を提供します。

　　　≪給食費の口座振替について≫

　　　◎川口信用金庫・・・6月3日（月）、6月11日（火）

　　　※毎月の引き落とし日までに、必ず入金お願いします。

※今月は、彩の国ふるさと学校給食月間です。

　19日（水）みそポテト（秩父）・・・ふかしたじゃがいもに衣をつけて揚げ、甘いみそだれをかけた料理です。

　20日（木）かてめし（秩父）・・・「かて」とは秩父地方で混ぜるという意味があり、混ぜごはん料理です。

　　　　　　ねぎぬた（深谷市）・・・ねぎを使った和え物。「ぬた」は和え衣、という意味です。

　　　　　　つみっこ（本庄市）・・・小麦を練ったものを手で「つみとる」ようにちぎって鍋に入れたのが由来です。

　　　6月の予定献立表
志木市立宗岡中学校

※6月4日～10日は、歯と口の健康週間です。給食では、『かむカムライス』を提供します。
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