
ハーブチキンサラダ

セサミトースト ポトフ

千草焼き

梅ちりめんごはん おひたし

じゃがいものみそ汁

ジャンボ揚げ餃子

カレーラーメン くだもの（甘夏みかん）

肉じゃが

えのきごはん 白菜のすまし汁

いかのかりん揚げ

七夕ちらし寿司 すまし汁

こんにゃくサラダ

けんちんうどん 大学芋

のっぺい汁

豚丼 冷凍みかん

鮭のごまみそ焼き

麦ごはん おかか和え

冬瓜のすまし汁

だいこんサラダ

ツナコーン マカロニスープ

トースト

春雨スープ

五目チャーハン ふかしとうもろこし

キャベツコロッケ

わかめごはん こしね汁

シャーレン豆腐

枝豆ごはん 中華かきたま汁

シーフードマリネ

フェィジョアーダ くだもの（河内晩柑）

コールスローサラダ

夏野菜の みかんシャーベット

カレーライス

27

10 水

鮭切り身　米みそ　麦みそ　鶏肉
かつお節　しらす干し　油揚げ
飲用牛乳

米　麦　なたね油　白すりごま
三温糖　片栗粉

小松菜　キャベツ　白菜
にんじん　冬瓜　生姜 755

４２．７.

い

ち

ご

ジ
ョ

ア

828

２２．４

19 金

豚もも肉
飲用牛乳

米　小麦粉　バター　サラダ油
じゃがいも　炒め油　三温糖

なす　さやいんげん　玉ねぎ
にんじん　生姜　にんにく
キャベツ　ほうれん草
とうもろこし

18 木

えび　いか　うずら豆　金時豆
ベーコン　ウインナー　豚肉
乳酸飲料

米　バター　なたね油　小麦粉
オリーブ油　三温糖

キャベツ　玉ねぎ　にんじん
レモン（果汁）　とうもろこし
河内晩柑（柑橘類）

801

２５．５

846

２５．９

17 火

えび　たまご　鶏肉　木綿豆腐
飲用牛乳

米　三温糖　片栗粉　炒め油　ごま
油

えだまめ　ピーマン　玉ねぎ
たけのこ　干し椎茸　小松菜
ねぎ　きくらげ　えのきたけ
にんじん　生姜　にんにく

773

３６．０

16 月

わかめ　たまご　豚ひき肉
木綿豆腐　米みそ
飲用牛乳

米　小麦粉　ソフトパン粉　生パン
粉
じゃがいも　揚げ油　こんにゃく
さといも　炒め油

キャベツ　干し椎茸　玉ねぎ
ねぎ　だいこん　にんじん

12 金

えび　たまご　豚もも肉　鶏肉
ちりめんじゃこ
飲用牛乳

米　ごま油　緑豆春雨　炒め油 小松菜　干し椎茸　玉ねぎ　白菜
にんじん　青梗菜
とうもろこし

732

３０．１

11 木

まぐろ油漬け缶詰（ツナ）
ウインナー　ちりめんじゃこ
飲用牛乳

食パン　マヨネーズ　白すりごま
マカロニ　炒め油　じゃがいも
三温糖

キャベツ　パセリ　だいこん
とうもろこし　にんじん　玉ねぎ 720

２５．５

8 月

鶏もも肉　油揚げ
飲用牛乳

うどん（小麦）　さといも　炒め油
糸こんにゃく　サラダ油　三温糖
さつまいも　黒いりごま　水あめ
揚げ油

小松菜　ごぼう　ねぎ　だいこん
干し椎茸　キャベツ 724

２０．２

9 火

豚もも肉　鶏もも肉　木綿豆腐
飲用牛乳

米　三温糖　炒め油　片栗粉
こんにゃく

キャベツ　にら　だいこん　ねぎ
干し椎茸　玉ねぎ　生姜　にんにく
みかん

748

３１．１

5 金

たまご　いか　油揚げ　かまぼこ
飲用牛乳

米　三温糖　片栗粉　炒め油　揚げ
油

干しかんぴょう　たけのこ　生姜
さやいんげん　にんじん　干し椎茸
白菜　ねぎ　小松菜

781

３５．５

4 木

豚肉　木綿豆腐　油揚げ
飲用牛乳

米　糸こんにゃく　じゃがいも
三温糖　炒め油

えのきたけ　小松菜　玉ねぎ
さやいんげん　白菜　ねぎ
生姜

797

２５．６

　　　　　　　　　         　　　　　7月献立表      　　　 西東京市立　保谷中学校

日 曜 主食 牛乳 おかず デザート
1群・2群

たんぱく質・無機質
主に体の組織を作る

５・６群
炭水化物・脂質

熱や力の元になる

3群・4群
ビタミン

主に体の調子を整える

エネルギー
Kcal

たんぱく質(g)

1 月

鶏むね肉　豚もも角切り肉
ウインナー
飲用牛乳

食パン　白すりごま　マーガリン
グラニュー糖　黒すりごま
サラダ油　三温糖　じゃがいも
炒め油

キャベツ　にんじん　玉ねぎ
きゅうり　にんにく 800

２９．３

3 水

豚ひき肉　豚かた肉
飲用牛乳

蒸し中華麺　バター　小麦粉
餃子の皮　片栗粉　なたね油
ごま油

にら　キャベツ　干し椎茸
玉ねぎ　にんじん　にんにく　生姜
トマトピューレ
甘夏みかん

853

３０．４

2 火

たまご　ちりめんじゃこ　米みそ
干しひじき　豚ひき肉
飲用牛乳

米　白炒りごま　三温糖　炒め油
じゃがいも

梅干し　ほうれん草　えのきたけ
キャベツ　だいこん　玉ねぎ
にんじん　干し椎茸　白菜

754

３１．８



　

今年度、就学援助（準要保護）あるいは就学奨励費の申請をされた方は、６月下旬にご家庭に郵送

お知らせ

２学期の給食・家庭弁当選択申込書を６月２０日に配布しました。

締め切りは、７月５日（金）期限厳守です。給食をお申込みにならない方も全員ご提出ください。

西東京市立保谷中学校

７月の献立より

５日（金）　七夕給食

７月７日は七夕です。給食では、皆さんの願い事が叶うよう祈りを込めて、ちらし寿司を作ります。

１６日（火）群馬県の郷土料理

６月の給食で使用した給食食材の主な産地について

野菜 野菜 米　乾物　海藻　魚など

レタス　　　　　西東京市
小松菜　　　　　西東京市
ほうれん草　　　西東京市
だいこん　　　　西東京市
ねぎ　　　　　　西東京市
セロリ　　　　　長野県
里芋　　　　　　千葉県
えのきたけ　　　新潟県
ピーマン　　　　茨城県
しめじ　　　　　長野県

じゃがいも　　　鹿児島県
キャベツ　　　　神奈川県
ブロッコリー　　埼玉県
ごぼう　　　　　青森県
白菜　　　　　　茨城県
にんじん　　　　徳島県
生姜　　　　　　高知県
にんにく　　　　青森県

米　　　　　新潟県／岩手県
大豆　　　　北海道
青のり　　　愛知県
干し椎茸　　九州／四国
たこ　　　　北海道
鮭　　　　　北海道
卵　　　　　群馬県
豚肉　　　　群馬県
清見オレンジ　愛媛県

西東京市農産物キャラクター　めぐみちゃん

ご協力よろしくお願いします。

１９日（金）夏野菜カレーライス

夏が旬のなす、さやいんげんなどの野菜を使ったカレーライスです。

４月献立の春野菜カレーライスには、アスパラガスや春キャベツなど春野菜が入っていましたね。

給食のカレーライスはルウから手作りしています。ぜひ味わってください。

給食費の振込は必要ありません。ご確認お願いします。

キャベツコロッケとこしね汁は、群馬県の郷土料理です。

１８日（木）　フェィジョアーダ

豆と豚肉、牛肉を煮込んだ料理で、ブラジルの代表的な料理の一つです。給食では、金時豆、

うずら豆、豚肉を使って作ります。

１９日（金）お楽しみデザート

一学期最後の給食の日に、お楽しみとして冷たいデザート（みかんシャーベット）を提供します。

される判定結果を待ってから申し込みをしてください。認定された場合には、２学期と３学期の

１０日（水）冬瓜のすまし汁

冬瓜は、漢字では冬の瓜というふうに書きますが、夏が旬の野菜です。

                                                  

≪ ７月の地場農産物について ≫                                                              

なす、じゃがいも、きゅうり ・・・                                                             

西東京市にある田倉農園さんより                                 

小松菜、じゃがいも ・・・                                

都築農家さんより、それぞれ届けていただく予定です 


