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牛乳（２００ｍｌ）は、毎日つきます。 き あか みどり

日 熱や力になる 体をつくるもとになる 体の調子を整える ｴﾈﾙｷﾞｰ たん白質

曜日 食べ物 食べ物 食べ物 脂肪 塩分

1 根菜汁・ひじきのいそ煮 魚介類

水 とり肉のてり焼き くだもの

ラッキーにんじんがはいっています。

2 チキンカレー　　・くだもの 乳製品

木 和風ごまドレッシングサラダ 魚介類

3 ぶた肉とやさいのトマト煮・イチゴジャム 魚介類

金 イタリアンサラダ・フライドチキン くだもの

七夕こんだて

6 たなばたじる・ささみのかわりあげ いも類

月 わかめのピリからあえ 豆製品

7 肉うどん・もち米むし肉だんご 魚介類

火 わさびドレッシングサラダ・ゼリー くだもの

8 けんちん汁・ごま和え 肉類

水 さわらのみそ焼き 海草類

暑さに負けない体をつくりましょう。（豚肉を食べましょう。）

9 ぐだくさんみそ汁 魚介類

木 ソースかつどん・ボイルキャベツ 海草類

だいすきふくしまの日（福島市内産なす・きゅうり・かぼちゃ）

10 ラタトｳーユ・ミニゼリー いも類

金 キャベツときゅうりのサラダ 魚介類

地産地消推進週間(県内産の食材を積極的に使用します。）

13 もずくスープ いも類

月 チンジャオロースー 豆製品

旬を味わいましょう。（すいか）

14 中華スープ・すいか 魚介類

火 ぶた肉のキムチいため いも類

15 肉じゃが・ソーダゼリー 魚介類

水 だいこんサラダ・ふりかけ 豆製品

給食で人気のメニューです。（とり肉のレモンソースがけ）

16 キャベツのスープ いも類

木 とり肉のレモンソースがけ・おひたし くだもの

17 キャベツのコンソメ煮 魚介類

金 カレーペースト・冷凍もも 海草類

だいすきふくしまの日（福島市内産なす・きゅうり・かぼちゃ）

20 なつやさいのみそ汁 いも類

月 てりやきハンバーグ・おひたし 魚介類

旬を味わいましょう（とうもろこし）

21 チャンポンラーメン いも類

火 くきわかめのサラダ・とうもろこし 豆製品

だいすきふくしまの日（福島市内産なす・きゅうり・かぼちゃ）

22 はるさめスープ・ゼリー くだもの

水 マーボーナス 魚介類

27 だいこんとえのきのみそ汁 いも類

月 焼き魚（ます）・ごま和え・冷凍りんご 肉類

旬を味わいましょう(きゅうり・かぼちゃ・なす・ズッキーニ）ラッキーにんじんもはいっています。

28 なつやさいカレー 魚介類

火 フルーツポンチ 豆製品

29 わかめのみそ汁 魚介類

水 ぶた肉のしょうがやき・おひたし くだもの

30 じゃがいものみそ汁・ミニトマト 魚介類

木 ぶた肉とやさいのオイスターいため 海草類

だいすきふくしまの日（福島市内産なす・きゅうり・かぼちゃ）

31 チリコンカン・ふくしまももゼリー いも類

金 ごぼうサラダ 魚介類

今月のめあて　暑さに負けない体をつくろう 材料の仕入れの都合により献立を変更する場合もあります。
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