
ｴﾈﾙｷﾞｰになる 体をつくる 体の調子を整える ｴﾈﾙｷﾞｰになる 体をつくる 体の調子を整える
【炭水化物・脂質】 【たんぱく質】 【ビタミン・無機質】 【炭水化物・脂質】 【たんぱく質】 【ビタミン・無機質】

主食 ご飯 米、麦 ｴﾈﾙｷﾞｰ 716kcal 主食 ご飯 米、麦 ｴﾈﾙｷﾞｰ 809kcal

主菜 魚の香味焼き 砂糖、サラダ油 さわら しそ、レモン たんぱく質 32.1g サラダ油 豚もも肉、ウインナー、 玉ねぎ、にんじん、枝豆、 たんぱく質 32.3g

副菜 キャベツの和風炒め 砂糖、サラダ油 かつお節 キャベツ、にんじん、長ねぎ、えのき 脂質 21.8g 大豆、金時豆、 にんにく、パセリ 脂質 23.3g

副菜 青菜と油揚げのみそ汁 油揚げ 小松菜、玉ねぎ、にんじん、ごぼう 食塩 2.0g 白いんげん豆 食塩 2.3g

飲み物など 牛乳 牛乳 さつまいも、 ベーコン キャベツ、にんじん、ピーマン、

主食 枝豆としらすの混ぜご飯 米、ごま、ごま油 しらす 枝豆 ｴﾈﾙｷﾞｰ 703kcal サラダ油、バター セロリ、にんにく、トマト

県産じゃがいも、砂糖、 県産豚肩肉 玉ねぎ、にんじん、さやいんげん たんぱく質 29.9g 飲み物など 牛乳、パインゼリー ゼリー 牛乳

こんにゃく、サラダ油 脂質 18.2g 主食・ 米、麦、サラダ油 鶏もも肉、白花豆 玉ねぎ、にんじん、なす、 ｴﾈﾙｷﾞｰ 742kcal

副菜 なめこのすまし汁 麩 なめこ、小松菜、えのき 食塩 3.4g 主菜・副菜 かぼちゃ、トマト、枝豆 たんぱく質 26.3g

飲み物など 牛乳 牛乳 副菜 冬瓜スープ サラダ油 ベーコン 冬瓜、玉ねぎ、小松菜、しめじ 脂質 19.2g

主食 ソフトフランスパン ソフトフランスパン ｴﾈﾙｷﾞｰ 726kcal 飲み物など 牛乳、冷凍マンゴー 牛乳 マンゴー 食塩 2.5g

オリーブ油 鶏もも肉 玉ねぎ、ズッキーニ、なす、トマト たんぱく質 32.1g

ピーマン、かぼちゃ、にんにく 脂質 26.9g

バター、小麦粉、 牛乳、白花豆 枝豆、玉ねぎ 食塩 2.7g

砂糖、クリーム

飲み物など 牛乳 牛乳

主食 とうもろこしご飯 米 とうもろこし ｴﾈﾙｷﾞｰ 750kcal

主菜 鶏肉のみそマヨネーズ焼き 鶏もも肉 たんぱく質 33.5g

副菜 小松菜のごま炒め サラダ油、ごま 小松菜、キャベツ、にんじん 脂質 25.9g

副菜 冬瓜のすまし汁 絹豆腐 冬瓜、にんじん、小ねぎ、しめじ 食塩 2.9g

飲み物など 牛乳 牛乳

主食 ご飯 米、麦 ｴﾈﾙｷﾞｰ 763kcal

こんにゃく、砂糖、 生揚げ、 玉ねぎ、にんじん、さやいんげん たんぱく質 30.9g

サラダ油、片栗粉 豚ももひき肉 脂質 20.7g

副菜 七夕汁 そうめん、麩 三つ葉、にんじん、大根、しめじ 食塩 2.3g

飲み物など 牛乳、七夕ゼリー ゼリー 牛乳

主食 チーズパン チーズパン ｴﾈﾙｷﾞｰ 724kcal

主菜・ 小麦粉、サラダ油、 さわら、おから 玉ねぎ、ピーマン、パプリカ、 たんぱく質 35.7g

副菜 砂糖 にんにく 脂質 26.0g

副菜 粉ふきいも じゃがいも パセリ 食塩 2.8g

玉ねぎ、キャベツ、にんじん、

小松菜、しめじ

飲み物など 牛乳 牛乳

主食 米、麦 ｴﾈﾙｷﾞｰ 771kcal

主菜 サラダ油 豚肩肉 玉ねぎ、ピーマン、しょうが たんぱく質 35.0g

副菜 こんにゃく 生揚げ、わかめ 大根、にんじん、ごぼう、えのき 脂質 22.1g

飲み物など ゼリー 牛乳 食塩 2.1g

主食・ スパゲティ、 ツナ、ベーコン 玉ねぎ、トマト、しめじ、 ｴﾈﾙｷﾞｰ 709kcal

主菜・副菜 オリーブ油、サラダ油 にんにく たんぱく質 31.4g

副菜 青菜とコーンのソテー サラダ油、バター 小松菜、キャベツ、とうもろこし 脂質 21.4g

飲み物など 牛乳、ソフトクリームヨーグルト 牛乳、ヨーグルト 食塩 1.9g

主食 ご飯 米、麦 ｴﾈﾙｷﾞｰ 716kcal

サラダ油、ごま油 木綿豆腐、 キャベツ、玉ねぎ、にんじん、 たんぱく質 33.7g

豚肩肉、鶏卵 ゴーヤ、もやし、干し椎茸 脂質 22.1g

副菜 もずく汁 もずく、はんぺん えのき、玉ねぎ、小松菜 食塩 2.5g

飲み物など 牛乳 牛乳

主食 ロールパン ロールパン ｴﾈﾙｷﾞｰ 783kcal

小麦粉、米粉、 鶏もも肉 たんぱく質 35.9g

片栗粉、砂糖、 脂質 30.1g

サラダ油 食塩 2.8g

副菜 野菜のコンソメ煮 アスパラガス、玉ねぎ、にんじん

じゃがいも、バター、 ハム、牛乳 とうもろこし、玉ねぎ、にんじん、

サラダ油 パセリ

飲み物など 牛乳 牛乳

野菜スープ

魚のエスカベッシュ

鶏肉のワインソースがけ

9

主菜・副菜

主菜 フェジョアーダ

副菜 プッシェーロ

15 木

栄養価の平均（常食）エネルギー：743 kcal　たんぱく質：32.4g　脂質：23.1 g　食塩:2.5 g
※ 事情により献立を変更することがあります。加工品は品名を表示しています。原材料はお問い合わせください。

16 金

夏野菜のカレーライス

チャンプルー

県産肉じゃが

グリーンポタージュ

1 木

中学部３年
リクエストメニュー

ツナとトマトのスパゲティ

コーンチャウダー副菜

7
主菜・副菜 生揚げのそぼろ煮

水

14 水

8 木

副菜

主菜

2 金

主菜・副菜 カレー風味のラタトゥイユ
5 月

副菜

栄養価献立名日
主な材料と体の中での働き

主菜・副菜

　　　令和３年 ７月　給食予定献立表　　県立鎌倉養護学校

日 献立名
主な材料と体の中での働き

栄養価

13 火

6 火

月

金
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