
エネルギー たんぱく質

kcａI ｇ

牛乳 ●牛乳

ごはん 米 629 25.0

かんこくのり のり ごま油

とうにゅうキムチチゲ ぶた肉 焼き豆腐 豆乳 みそ 油　ごま油　 にんじん 白菜キムチ たまねぎ えのき ニラ ｼｮｳｶﾞ 781 31.0

はるさめとささみのサラダ ささみ 春雨 さとう 油 ごま油 ごま にんじん　キャベツ　きゅうり

ももゼリー さとう ●もも

牛乳 ●牛乳

さきたまボール パン 650 23.9

スパゲッティミートソースあえ ぶた肉　とり肉 スパゲッティ　オリーブ油 にんじん 玉ねぎ ﾏｯｼｭﾙｰﾑ ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ ﾄﾏﾄ ﾆﾝﾆｸ

アンサンブルエッグ ●たまご●牛乳●ﾁｰｽﾞﾍﾞｰｺﾝ じゃが芋　油　砂糖 玉ねぎ 787 28.4

フレンチサラダ ｺｰﾝﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞﾌﾚﾝﾁﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ キャベツ　きゅうり　コーン

牛乳 ●牛乳

わかめむぎごはん わかめ 米　米粒麦 643 26.0

さわらのおろしがけ さわら でんぷん　さとう　油　 だいこん

じゃがいもとなすのみそしる ぶた肉　油あげ　みそ じゃが芋　油　 なす　玉ねぎ 803 31.4

おかかあえ カツオブシ さとう こまつな　きゃべつ　にんじん

牛乳 ●牛乳

チキンカレーピラフ とり肉 米　油 にんじん　玉ねぎ　ピーマン 619 22.6

ほしのハンバーグ とり肉　ぶた肉 じゃが芋　でんぷん　油 玉ねぎ　

こめこマカロニのスープ ベーコン ●米粉マカロニ　オリーブ油 にんじん　玉ねぎ　キャベツ　パセリ　セロリ 780 28.9

つぼみサラダ わふうドレッシング ブロッコリー　カリフラワー　コーン

たなばたゼリー ●豆乳 さとう ●メロン果汁　夏みかん果汁

牛乳 ●牛乳

じごなうどん 地粉うどん 655 25.8

きつねうどんじる 油あげ　とり肉　なると さとう たまねぎ　長ねぎ　ホシシイタケ

てんぷら（ちくわ、かぼちゃ） ちくわ　あおのり 小麦粉　油 かぼちゃ 794 30.9

しょうがじょうゆあえ さとう もやし　ほうれんそう　にんじん　ショウガ

牛乳 ●牛乳

ごはん 米 652 23.0

とり肉とキャベツのあまからいため とり肉 さとう　油　ごま　片栗粉 キャベツ　長ねぎ　ショウガ

とうふとあぶらあげのみそしる とうふ　油あげ　ﾜｶﾒ　みそ 玉ねぎ　こねぎ　 802 27.4

マカロニツナサラダ ツナ マカロニ　ﾉﾝｴｯｸﾞﾏﾖﾈ-ｽﾞ きゅうり　にんじん　コーン

牛乳 ●牛乳

しょくパン パン 646 22.3

ブルーベリージャム さとう ●ブルーベリー

えだまめのクリームスープ ベーコン●牛乳 じゃが芋小麦粉油●バター にんじん　玉ねぎ　えだまめ　 836 27.3

ミートボールのケチャップに とり肉　ぶた肉 パン粉　でんぷん 玉ねぎ　ｼｮｳｶﾞ　トマト

あおなとコーンのソテー 油 ほうれん草　こまつな　コーン
牛乳 ●牛乳
ごもくチャーハン ぶた肉　えび　●たまご 米　油　ねぎ油 たまねぎ　グリンピース 615 25.5
はるまき ぶた肉　ひじき 小麦粉　春雨　油 キャベツ　玉ねぎ　にんじん　ねぎ　ｼｮｳｶﾞ
もやしのちゅうかスープ とり肉　なると ごま油　 にんじん　もやし　ﾁﾝｹﾞﾝｻｲ　長ねぎ 791 32.4
ﾅﾀﾃﾞｺｺいりフルーツポンチ ●ﾅﾀﾃﾞｺｺ　さとう　 ●パイン缶　みかん缶　ｵﾚﾝｼﾞ果汁　ﾚﾓﾝ果汁
牛乳 ●牛乳
ごはん 米 644 23.8
ごましおふりかけ ごま
さばのみそに ●さば　みそ さとう でんぷん 801 29.5
やさい入り肉だんごのスープ とり肉　魚すりみ　油あげ 澱粉パン粉 玉ねぎ　枝豆　ｺｰﾝ　大根　長ねぎ　みずな
ごもくきんぴら ぶた肉 さとう　油 ごぼう　にんじん　こんにゃく　いんげん
牛乳 ●牛乳
ちゅうかめん ちゅうかめん 640 27.6
ごまみそラーメンじる ぶた肉　みそ 油　ごま にんじん　キャベツ　玉ねぎ　ニラ　ﾆﾝﾆｸｼｮｳｶﾞ 　
こくとうむしパン とうにゅう　あずき ｹｰｷﾐｯｸｽ　さとう　油 804 34.2
こんにゃくサラダ わかめ　じゃこ ちゅうかﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ こんにゃく　きゅうり　コーン

牛乳 ●牛乳

こどもパン パン 653 22.8

トマトとたまごのスープ ハム　●たまご オリーブ油 にんじん　キャベツ　玉ねぎ　トマト　ﾆﾝﾆｸ

チキンカツ・ﾊﾟｯｸﾉﾝｴｯｸﾞﾏﾖﾈｰｽﾞ とり肉 小麦粉パン粉油ﾉﾝｴｯｸﾞﾏﾖﾈｰｽﾞ 851 29.0

こふきいも じゃが芋　マーガリン　油 パセリ

牛乳 ●牛乳

むぎごはん 米　米粒麦 660 24.9

なつやさいカレー とり肉 油 にんじん　玉ねぎ　なす　かぼちゃ　ﾆﾝﾆｸｼｮｳｶﾞ

ナムルサラダ ハム さとう　ごま油　 ごま もやし　にんじん　きゅうり 822 30.2
こだますいか ●すいか

　      学 校 給 食 献 立 予 定 表　　　横瀬町学校給食調理場

　

平成 30年  7月

使　用　す　る　食　品　と　働　き　　●今年度アレルギー対応食品

おもに体の調子を
ととのえる食品（緑）

栄　　養　　価

おもにエネルギーの
もとになる食品（黄）

血･肉･骨などおもに
体をつくる食品（赤）
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　　　　　     ★給食費の振り替えは毎月12日です。残高のご確認をお願いします。

＊都合により、献立の内容が変更になる場合があります。

水

火17

18

☆ １学期の給食終了日
横瀬小学校、横瀬中学校ともに、１８日

（水）です。夏休みの間も、「早寝・早起き

朝ごはん」で元気に過ごしましょう。

日に日に気温が高くなってきました。体がまだ暑さに慣

れていないため、健康な人でも熱中症になりやすい時期で

す。食事や睡眠をしっかりとって体調をととのえ、のどが

渇いたと感じる前に、こまめに水分を補給しましょう。屋

外で活動するときは、なるべく日差しを避けて、適度に休

憩をはさむことが大切です。

運動などで汗

をかいたら




