7月の予定献立表
パ
日

ン

牛
乳

給食目標…みんなの力や骨・肉になる食べ物を、好き嫌いなく食べよう

給食回数

ざ い り ょ う の は た ら き
こんだてめい

ちからやねつに
なるもと (き)

月

とう
にゅう
パン

火
6

木

ごはん
むしぎょうざ
とうふのちゅうかふううまに

📖
○ たこあげボール
バレンシアオレンジ

8
金

ごはん
※パクパクピーマン
○ いわしのピリカラソース
いなかじる

11
月

しょうがごはん
はたはたのこめこあげ
○ じゃがいものそぼろに
メロン

12
火

ごはん
タンドリーチキン
○ さやいんげんのソテー
とうにゅうスープ

13
水
ソフト
フランス

ピーマンハンバーグ

○
ミックスフルーツ

オリパラ給食

※けいはん

郷土料理

○ いかとかぼちゃのてんぷら

金
19
火
20
水

たまねぎ マッシュルーム パセリ
にんじん かぶ セロリー トマト
みかん ようなし パインアップル

こめ さとう ★ごまあぶら
★ぎょうざのかわ あぶら
でんぷん

★のむヨーグルト
★ぶたにく ★とうふ

はくさい しょうが にんにく
にんじん こまつな たまねぎ ねぎ
しめじ

こめ でんぷん あぶら
さとう ★ごまあぶら
じゃがいも

★いんようぎゅうにゅう
★ぶたにく ★ハム ★とうふ
わかめ ★たまご

たけのこ たまねぎ ピーマン
パプリカ しいたけ にんにく
しょうが えのきたけ トマト
トウミョウ すいか

★いんようぎゅうにゅう
★とりにく ★たまご ★ハム
★ぶたにく かまぼこ

しょうが グリンピース だいこん
きゅうり にんじん オクラ
パプリカ えのきたけ ねぎ
とうもろこし

★ちゅうかめん あぶら
★いんようぎゅうにゅう
★ごまあぶら さとう
★ぶたにく たこ あおのり
でんぷん ★こむぎこ こめこ かつおぶし

なす たけのこ にんじん たまねぎ
ピーマン ねぎ しょうが にんにく
キャベツ ★バレンシアオレンジ

こめ ★ごま さとう
★いんようぎゅうにゅう
でんぷん ★こむぎこ あぶら ちくわ こんぶ かつおぶし
★ごまあぶら
いわし ★とうふ ★みそ

ピーマン しょうが にんにく ねぎ
だいこん こまつな にんじん
ごぼう かぼちゃ こんにゃく

こめ あぶら さとう こめこ
じゃがいも でんぷん

★いんようぎゅうにゅう
★あぶらあげ はたはた
★ぶたにく

しょうが にんじん ★えだまめ
たまねぎ こんにゃく さやいんげん
しいたけ メロン

こめ あぶら じゃがいも
★こむぎこ ★バター

★いんようぎゅうにゅう
★とりにく ★ヨーグルト
★ベーコン ★とうにゅう
★ぎゅうにゅう

にんにく レモン さやいんげん
たまねぎ にんじん とうもろこし
ブロッコリー はくさい

★パン(★にゅう） あぶら
★パンこ さとう でんぷん
じゃがいも

★いんようぎゅうにゅう
★ぶたにく ★だいず
★とりにく かんてん

ピーマン たまねぎ しょうが
さやいんげん トマト にんにく
レモン みかん パインアップル
★りんご ★もも

こめ さとう あぶら ★ごま
★こむぎこ でんぷん

★いんようぎゅうにゅう
だいこん しいたけ にんじん
★たまご ★とりにく ★いか
さやえんどう かぼちゃ ごぼう
★ぶたにく さつまあげ こんぶ こんにゃく ★もやし

★スパゲッティ あぶら
★ちゅうかドレッシング
★ホットケーキミックス
★バター さとう

★いんようぎゅうにゅう
★えび ★ベーコン
★とりにく かいそうミックス
★クリームチーズ ★たまご

たまねぎ ズッキーニ セロリー
マッシュルーム にんにく トマト
パセリ キャベツ だいこん にんじん
とうもろこし レモン ブルーベリー

こめ じゃがいも あぶら
★バター ★こむぎこ
★ぶどうのかきごおり
(★りんご)

★いんようぎゅうにゅう
★とりにく ★チーズ

たまねぎ なす トマト ピーマン
にんにく しょうが ★えだまめ

※うらかみそぼろ
※えびとズッキーニのスパゲッティ
※かいそうサラダ
○
ちゅうかドレッシング
ブルーベリーケーキ
なつやさいカレー

○ ゆでえだまめ
ぶどうのかきごおり

ごぼう とうがん にんじん
さやいんげん こんにゃく

★パン(★にゅう）
★いんようぎゅうにゅう
じゃがいも あぶら ★バター ★とりにく ★ぎゅうにゅう
★こむぎこ
★とうにゅう ★なまクリーム
★チーズ いんげんまめ

こめ さとう あぶら
そぼろごはん
コーンドレッシング
たんざくサラダ コーンドレッシング ★そうめん
○ たなばたそうめんじる
七夕
とうもろこし

7

15

フルーツポンチ

チンジャオロースーどん
○ トマトいりスーラータン
📖

水

木

ポテトグラタン

○ トマトとまめのスープ

のむ
ヨー
グルト

※こんだてメモ
からだのちょうしを
ととのえるもと (みどり)

郷土料理

半夏生

5

14

ちやにくに
なるもと (あか)

こめ ★こむぎこ あぶら
★いんようぎゅうにゅう
あげごぼうごはん
さとう ★ごま ★ごまあぶら ★とりにく ちくわ あずき
○ とりにくととうがんのあまからいため いももち
※はげだんご

金
4

立川市立第二小学校

13回

曜
1

令和4年度

★印はアレルギー物質を含んだ食品です。
今まで食べたことがない食品がある場合には、ご注意ください。
＊都合により献立が変更になることもあります。
＊かんきつ類（オレンジ）のアレルギー表示については、ネーブル
オレンジ・バレンシアオレンジのみ★印をつけてお知らせします。
※📖 は学校図書館と給食コラボメニュー、
はオリパラ給食メニューです。

中学年(3・4年生)

エネルギー

今月の平均

639kcal

国の基準

650kcal

📖

📖

たんぱくしつ
摂取エネルギー全体の
摂取エネルギー全体の

15%

13～20%

