
日

曜日

はし

スプーン

こんだてめい しょくひんめい えいようか

のみもの
りょうりの
しゅるい しゅしょく  と  おかず

ねつやちからになる ちやにくをつくる からだのちょうしをととのえる
調

ちょうみりょう

味料・その他
た エネルギー

（キロカロリー)

たんぱくしつ
（グラム)こめ・パン・めん・さとう・あぶらなど

ぎゅうにゅう・にく・さかな・ 
まめ・かいそうなど

やさい・くだもの・きのこなど

7/1
（水）

牛乳

しゅしょく ごはん こめ

588 24.9 
しゅさい マーボーどうふ

はるさめ  あぶら   
さとう  かたくりこ  ごまあぶら ぶたにく  とうふ  みそ しいたけ  たけのこ  にら

にんにく  ねぎ
中華スープ  酒  豆板醤  
しょうゆ

ふくさい とうもろこし とうもろこし

ふくさい キャベツのあさづけ キャベツ  にんじん  しょうが 塩  かつおだし

2
（木）

牛乳

しゅしょく ごはん こめ

590 24.8 
しゅさい

あじフライ
こむぎこ  パンこ 
コーンスターチ  あぶら あじ  だいずこ 塩  こしょう

ボトルソース ソース

ふくさい
えだまめと
コーンのサラダ

わふうドレッシング えだまめ  とうもろこし  にんじん

しるもの もやしのみそしる みそ  あぶらあげ もやし  こまつな  ねぎ  えのき かつおぶし

3
（金）

牛乳

しゅしょく

ごはん こめ

624 23.0 
ハヤシライス あぶら  ハヤシルウ  さとう ぶたにく  だいず

にんじん  たまねぎ
マッシュルーム  エリンギ 
にんにく  トマト

こしょう  コンソメ 
ウスターソース  塩  
ケチャップ  ワイン

しゅさい オムレツ でんぷん  さとう  あぶら たまご 塩  酢

デザート プラム プラム

6
（月）

牛乳

しゅしょく こどもパンスライス こむぎこ  あぶら  さとう スキムミルク 塩

626 24.7 
しゅさい

フィッシュポーション こむぎこ  パンこ  あぶら タラ 塩  こしょう

ボトルソース ソース

ふくさい ラタトゥイユ さとう  オリーブオイル たまねぎ  ズッキーニ  なす 
エリンギ  にんにく  トマト

ケチャップ  コンソメ 
こしょう  塩

しるもの かぼちゃスープ ベシャメルソース ぎゅうにゅう  ベーコン にんじん  たまねぎ  かぼちゃ 
マッシュルーム  パセリ 塩  コンソメ

7
（火）

たなばたこんだて

592 25.7
牛乳

しゅしょく ごはん こめ

しゅさい
ハンバーグの
てりやきソースがけ

あぶら  パンこ  でんぷん 
さとう  かたくりこ

とりにく  ぶたにく 
だいずこ たまねぎ  しょうが 塩  酒  みりん  しょうゆ

ふくさい
ほうれんそうとじゃこの
いためもの

あぶら ちりめんじゃこ ほうれんそう  もやし しょうゆ  塩  

しるもの たなばたじる
ほそぎりかまぼこ 
ほしがたかまぼこ にんじん  ねぎ  えのき  こまつな 塩  しょうゆ 

かつお節

デザート たなばたゼリー みずあめ  さとう パインアップル  マンゴー 
さくらんぼかじゅう

  今日(きょう)は「七夕(たなばた)献立(こんだて)」です。七夕といえば織姫(おりひめ)と彦星(ひこぼし)を連想(れんそう)する人(ひと)が多(おお)いかと思(おも)います。織姫と彦星にち
なんで給食(きゅうしょく)でもたくさんの星(ほし)をちりばめました。スープは天(あま)の川(がわ)にみたてて、細長(ほそなが)いかまぼこが入(はい)っています。みなさんの願(ねが)い事(ご
と)はなんでしょう？願いが叶(かな)うようにしっかり食(た)べましょう。

8
（水）

牛乳

しゅしょく ごはん こめ

659 26.6 
しゅさい ヤンニョムチキン②

かたくりこ  あぶら  さとう 
ごま  ごまあぶら とりにく にんにく

塩  こしょう  みりん 
ケチャップ  しょうゆ 
コチュジャン

ふくさい わかめサラダ さとう  ごまあぶら わかめ キャベツ  とうもろこし 酢  しょうゆ

しるもの
かんてんいりちゅうか
スープ

かんてん  ぶたにく
きくらげ  にんじん  ねぎ 
たけのこ  チンゲンサイ
しょうが

中華スープ  がらスープ  
しょうゆ  塩  こしょう 酒

9
（木）

牛乳

しゅしょく ごはん こめ

691 28.9 
しゅさい ホイコーロー あぶら  さとう  かたくりこ ぶたにく  みそ

しょうが  にんにく  キャベツ 
たけのこ  たまねぎ  にんじん 
ピーマン

こしょう  塩  酒 
テンメンジャン  しょうゆ  
中華スープ

しゅさい しゅうまい②
さとう  こむぎこ  ごまあぶら 
かたくりこ ぶたにく  だいずこ たまねぎ  しょうが 塩  ホタテエキス 

魚介エキス  こしょう
デザート れいとうみかん みかん

10
（金）

牛乳

しゅしょく ごはん こめ

639 25.5 
しゅさい

サーモンフライ
こむぎこ  パンこ  あぶら 
コーンスターチ さけ  だいずこ 塩  こしょう

ノンエッグタルタルソース あぶら  さとう  だいずこ
きゅうり  たまねぎ
レモンかじゅう  ピーマン
こんにゃく

塩  酢

ふくさい だいずもやしのナムル ごまあぶら  ごま だいずもやし  ほうれんそう
にんじん 塩

しるもの とうふのみそしる
とうふ  あぶらあげ 
みそ  わかめ ねぎ  えのき かつおぶし

13
（月）

牛乳

しゅしょく ごはん こめ

624 25.0 
しゅさい

ぶたにくの
バーベキューソースがけ

さとう ぶたにく たまねぎ  りんご  にんにく 
レモンかじゅう

塩  こしょう 
しょうゆ

ふくさい きゅうりのパリパリあえ ごまあぶら きゅうり  たくあん 塩

しるもの はるさめスープ はるさめ  ごまあぶら ベーコン とうもろこし  にんじん  しょうが 
チンゲンサイ  ねぎ

こしょう  しょうゆ 
中華スープ  がらスープ  塩

14
（火）

牛乳

しゅしょく

ホットちゅうかめん こむぎこ 塩

699 23.3 
しおラーメン あぶら ぶたにく  わかめ

にんじん  ねぎ  もやし
キャベツ  とうもろこし  しょうが  
にんにく

酒  中華スープ  こしょう  
塩  しょうゆ

しゅさい はるまき
あぶら  はるさめ  こむぎこ 
ぶたのあぶら  でんぷん  さとう
こめこ

ぶたにく たまねぎ  にんじん  キャベツ 
しょうが  しいたけ 塩  しょうゆ

ふくさい ひじきのサラダ ナムルドレッシング ひじき  だいず えだまめ  にんじん

よていこんだてひょう （小学校用）      令和2年7月分  戸田市立学校給食センター
★しるしのこんだてにはかたぬきにんじんがはいっています。



日

曜日

はし

スプーン

こんだてめい しょくひんめい えいようか

のみもの
りょうりの
しゅるい しゅしょく  と  おかず

ねつやちからになる ちやにくをつくる からだのちょうしをととのえる
調

ちょうみりょう

味料・その他
た エネルギー

（キロカロリー)

たんぱくしつ
（グラム)こめ・パン・めん・さとう・あぶらなど

ぎゅうにゅう・にく・さかな・ 
まめ・かいそうなど

やさい・くだもの・きのこなど

15
（水）

牛乳

しゅしょく ごはん こめ

587 21.9 
しゅさい しろみざかなのこうみあげ

かたくりこ  あぶら  さとう
ごまあぶら ホキ ねぎ  しょうが 酢  唐辛子  しょうゆ

ふくさい ミニトマト② ミニトマト

しるもの とうがんのスープ ごまあぶら ぶたにく とうがん  ねぎ  えのき 
にんじん  こまつな  しょうが

中華スープ  塩  酒 
がらスープ  こしょう  

16
（木）

牛乳

しゅしょく ごはん こめ

616 23.0 
しゅさい チキンのチーズやき パンこ  さとう  あぶら とりにく  チーズ

だいずこ ピーマン  パセリ 塩  しょうゆ

ふくさい ごぼうのごまサラダ すりごま  ねりごま  さとう ごぼう  にんじん  とうもろこし 
えだまめ しょうゆ

しるもの じゃがボールのスープ じゃがボール ベーコン にんにく  たまねぎ  にんじん 
キャベツ  パセリ

ガラスープ  塩  コンソメ 
こしょう  しょうゆ

17
（金）

牛乳

しゅしょく

ごはん こめ

672 26.0 
★なつやさいカレー あぶら  カレールウ  さとう ツナ  だいず

にんじん  たまねぎ  ズッキーニ 
なす  トマト  えだまめ 
とうもろこし  にんにく  しょうが

コンソメ 
ベイリーフ

しゅさい サモサ じゃがいも  こむぎこ  あぶら いんげん  たまねぎ  にんじん 塩  こしょう

ふくさい はなやさいサラダ イタリアンドレッシング ブロッコリー  カリフラワー

20
（月）

みかん 
ジュース

しゅしょく ごはん こめ

617 21.7
しゅさい ぶたキムチいため ごまあぶら  さとう ぶたにく  みそ

キムチ  キャベツ  たけのこ 
たまねぎ  にら  しょうが
にんにく

しょうゆ  酒

しゅさい とうふナゲット② あぶら  さとう  こむぎこ  でんぷん とうふ  ぎょにくすりみ 
とうにゅう  だいずこ たまねぎ  にんじん 塩  ベーキングパウダー

ふくさい せんぎりやさいのサラダ ねぎごまドレッシング きゅうり  もやし  にんじん

21
（火）

牛乳

しゅしょく コッペパンスライス こむぎこ  あぶら  さとう スキムミルク 塩

616 24.7 
しゅさい

フランクフルト フランクフルト

ボトルケチャップ ケチャップ

ふくさい コールスロー
はちみつ 
マヨネーズ（たまごふしよう） キャベツ  にんじん  きゅうり 塩  こしょう  酢

しるもの オニオンスープ ベーコン にんじん  たまねぎ  パセリ 
エリンギ  にんにく  

コンソメ  こしょう 
がらスープ  塩  しょうゆ

22
（水）

牛乳

しゅしょく ごはん こめ

700 27.1 

しゅさい さばのみそに さとう  でんぷん さば  みそ

ふくさい さんしょくあえ ごまあぶら ほうれんそう  もやし  にんじん しょうゆ  塩

しるもの とりだんごじる とりだんご ごぼう  ねぎ  だいこん  こまつな 
にんじん  しょうが 酒  塩  しょうゆ  かつお節

デザート チョコレートクレープ さとう  あぶら  こめこ  みずあめ とうにゅう ココアパウダー

23
（木） ☀  うみの日  ☀
24

（金） ⚽  スポーツの日  🎾

27
（月）

牛乳

しゅしょく

ゆでうどん こむぎこ 塩

598 25.9 
にくうどん さとう ぶたにく  あぶらあげ にんじん  ほうれんそう 

ねぎ  しめじ
かつお節  酒  みりん
しょうゆ  塩

しゅさい ちくわのてんぷら② あぶら  こむぎこ ちくわ

ふくさい のらぼうなのからしあえ さとう のらぼうな  もやし しょうゆ  からし粉

28
（火）

牛乳

しゅしょく ごはん こめ

676 25.6 
しゅさい ジャージャンどうふ

あぶら  さとう  かたくりこ 
ごまあぶら ぶたにく  あつあげ  みそ にんじん  たけのこ  ねぎ 

にら  しょうが 酒  がらスープ  しょうゆ

しゅさい いわしのカリカリあげ
みずあめ  さとう  こめこ  あぶら 
じゃがいも  コーンスターチ いわし しょうが 塩

ふくさい ポテトサラダ
じゃがいも   
マヨネーズ（たまごふしよう） きゅうり  にんじん こしょう  塩

29
（水）

牛乳

しゅしょく わかめごはん こめ  さとう わかめ 塩

605 26.3 
しゅさい じゃがいものそぼろに じゃがいも  さとう  あぶら ぶたにく  だいず しらたき  にんじん  たまねぎ 

いんげん
かつおだし  酒  塩
しょうゆ

しゅさい だしまきたまご
さとう  コーンスターチ  あぶら 
こむぎでんぷん たまご 酢  しょうゆ  塩 

かつお節エキス  昆布だし

ふくさい えだまめ えだまめ 塩

30
（木）

牛乳

しゅしょく ごはん こめ

591 25.7 
しゅさい ハニーマスタードチキン かたくりこ  はちみつ とりにく レモンかじゅう しょうゆ  こしょう 

塩  粒マスタード

ふくさい かぼちゃサラダ マヨネーズ（たまごふしよう） かぼちゃ  きゅうり  たまねぎ 塩  こしょう

しるもの ミネストローネ マカロニ  じゃがいも  さとう ベーコン キャベツ  たまねぎ  にんじん 
にんにく  トマト  やさいペースト

ケチャップ  コンソメ 
こしょう  塩  がらスープ

7月よていこんだてひょう 小学校用(うらめん) 

※使用している材料についてすべて記載しているわけではありません。
  アレルギー等で知りたい食品がありましたら、
  給食センター栄養士までご相談ください。
※材料の入荷の都合により、献立を変更することがありますが
  ご了承ください。  
※給食センターでは、そば・キウイ・いくらの使用はありません。

  
         戸田市学校給食センター（TEL442-5065）

７月分
栄養価

エネルギー
(kcal)

たんぱく質
(g)

脂質
(g)

炭水化物
(g)

塩分
(g)

学校給食
摂取基準 650 21～33 14～22 80～110 2.0未満

給食センター
平均 631 25.0 21.5 84.4 2.4


