
令和元年

＜きいろ＞ ＜あか＞ ＜みどり＞ エネルギー

しゅしょく 牛乳 おかず ねつやちからになるもの からだをつくるもの からだのちょうしをととのえるもの (ｷﾛｶﾛﾘｰ）

ホットドッグ せわりコッペパン　さとう ぎゅうにゅう キャベツ　にんじん

　（ウインナー　ボイルキャベツ） しらたまこ ウインナー バナナ　みかん　パイン　

月 せわりコッペパン フルーツポンチ とうふ もも　レモン

さけのしおやき こめ　むぎ　さとう ぎゅうにゅう　さけ にんじん　いんげん

だいずのいそに あぶら　 てんぷら　だいず たまねぎ

火 むぎごはん じゃがいものみそしる じゃがいも ひじき　とうふ　みそ しめじ　ねぎ

なすとトマトのスパゲティ ミルクロールパン　スパゲティ ぎゅうにゅう　ベーコン なす　たまねぎ　にんじん

チップスサラダ あぶら　オリーブあぶら チーズ ピーマン　トマト　キャベツ

水 ミルクロールパン ゆでとうもろこし さとう　じゃがいも きゅうり　とうもろこし

チンジャオロース こめ　むぎ　あぶら ぎゅうにゅう　ぶたにく ピーマン　たけのこ　たまねぎ

シュウマイ（２こ） さとう　ごまあぶら　 とりにく　 パプリカ　にんじん　きくらげ

木 むぎごはん ちゅうかスープ でんぷん　こむぎこ チンゲンサイ 　

【七夕献立】 こめ　あぶら　さとう ぎゅうにゅう　あかうお オクラ　もやし　とうみょう

あかうおのからあげ　オクラのごまあえ でんぷん　ごま　 なると　わかめ にんじん　ねぎ　しいたけ

金 わかめごはん そうめんじる　たなばたデザート そうめん　たなばたデザート

コーンホワイトスープ しょくパン　マーガリン あぶら ぎゅうにゅう　ベーコン にんじん　たまねぎ

こんさいとナッツのサラダ じゃがいも　マヨネーズ ハム コーン　パセリ　えだまめ

月 しょくパン えだまめ　マーガリン アーモンド　ピーナツ れんこん　ごぼう　きゅうり

ぶたにくとなすのなべしぎ こめ　むぎ　さとう ぎゅうにゅう　ぶたにく なす　ピーマン　キャベツ

そくせきづけ あぶら　ごま みそ　かまぼこ きゅうり　にんじん　たくあん

火 むぎごはん すましじる とうふ えのきたけ　ねぎ

【世界の料理　ギリシャ】 はいがパン　いちごジャム ぎゅうにゅう　ぎゅうにく たまねぎ　なす

ムサカ　ギリシャふうスープ じゃがいも　マカロニ ぶたにく　チーズ トマト　キャベツ　にんじん

水 はいがパン いちごジャム こむぎこ　オリーブあぶら ベーコン　ひよこまめ パセリ

なつやさいのカレー こめ　むぎ　あぶら ぎゅうにゅう　とりにく にんじん　たまねぎ　なす　トマト

ツナサラダ こむぎこ　マーガリン チーズ　ツナ パプリカ　しょうが　にんにく

木 むぎごはん さとう　じゃがいも キャベツ　きゅうり　レモン

【和食の日】 こめ　さとう　あぶら　 ぎゅうにゅう　きびなご きゅうり　にんじん

きびなごのたつたあげ でんぷん　 とうふ　あぶらあげ たまねぎ　しめじ

金 ごはん いとかんてんのすのもの　きのこのみそしる ごま　 みそ　　わかめ　かんてん えのき　ねぎ

ビビンバ こめ　さとう　あぶら ぎゅうにゅう　ぎゅうにく にんにく　もやし　にんじん　ねぎ

キムチあえ ごまあぶら　ごま　 ぶたにく　わかめ ほうれんそう　きゅうり

火 ごはん わかめスープ はくさい　えのきたけ　たまねぎ

【リザーブきゅうしょく】 ナン　こむぎこ　バター ぎゅうにゅう　ぶたにく にんじん　たまねぎ　しょうが

キーマカレー　コーンサラダ あぶら　さとう ベーコン　 キャベツ　きゅうり　コーン

水 ナン トマトスープ　デザート※ じゃがいも　デザート トマト　パセリ　にんにく

麦ごはんが４回あります。

材料の都合で献立を変更することがあります。  　　　（今月は、みかんジュースはありません。）

かまぼこなどの練り製品、ハムなどの肉加工品は卵の入っていない製品を使用しています。
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今日は七夕献立です。七夕の日に
は、そうめんを贈ったり食べたりする
習慣があります。また、切り口が星の
形をしているオクラをごまあえに入れ
ました。
枝豆には「葉酸（ようさん）」が多く含
まれています。葉酸はビタミンの仲間
で、ほうれん草などの葉物野菜に多く
含まれます。葉酸は、体の発育や、
血液を作る働きを助けます。
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給食を食べ終わった後の食器はきれ
いでしょうか。ご飯粒が残ったりして
いませんか。食器はきちんと重ねて
箸は向きをそろえて、「ピカピカ返し」
を心がけましょう。
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今日のカレーには、今が旬の夏野菜
なす、トマトを使っています。「水分・
ビタミン・ミネラル」がそろった夏野菜
は、まさに自然からの贈り物ですね。
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今日で1学期の給食は終わりです。
夏休みも、朝・昼・晩の1日3回の食事
を忘れないでください。そして、元気
に2学期に会いましょう。
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ビビンバは韓国で昔から食べられて
いる伝統的な料理です。特別な日に
たくさん料理を作り、その残りをご飯
にのせて、ビビンバ（混ぜご飯）にし
て食べるそうです。
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今日は和食の日です。よい姿勢で食
べていますか？背中を丸めて食べて
いると、消化が悪くなったり、胃の働
きが悪くなったりします。背筋を伸ば
して食べましょう。
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麦・米・とうもろこしは、世界三大穀物
といわれる大事な食糧です。中でも
小麦は小麦粉として、パンや麺など
に加工され、世界中で食べられてい
ます。
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麦ご飯に入っている麦は大麦です。
日本では粒のまま食べる大麦を昔か
ら食べてきました。大麦は麦茶や味
噌の原料にもなります。

７がつの給食こんだて予定表
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今日のとうもろこしは、3年生が皮む
きをしました。甘みの強いスイート
コーンという種類です。新鮮でみずみ
ずしいおいしさを味わってください。

ムサカはギリシャとその周辺の国の
伝統的な野菜料理です。なす、じゃが
いも、ひき肉などを重ねて焼いた、グ
ラタンのようなものです。
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ピーマンに含まれるビタミンCは、体
の中でコラーゲンをつくる働きを助け
ます。コラーゲンは細胞と細胞をつな
ぐ接着剤のような働きをします。丈夫
な血管や筋肉、皮膚になります。
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のついたものは、おかがきまち（またはおかがきまちしゅうへん）でつくられたものです。

おかがき産

※ １７日は６月に予約したデザートを食べます。

今回は、バニラアイスクリームか、みかんシャーベットのどちらかです。
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暑い夏は、そうめんや冷や奴、かき

氷など、つい口当たりのよいものを食

べたくなりますね。

冷たいものばかりを食べ過ぎている

と胃腸の調子をくずし、栄養も偏って

夏バテしやすくなります。

食事のとり方に気をつけて、夏を元

気に乗り切るためのパワーをつけま

しょう。

トマト

ピーマン

なす

きゅうり

オクラ

かぼちゃ

枝豆

生でおいしいトマトは、

忙しい朝のお助けアイテム。

ツナやちくわと甘辛く炒めると食

べやすくなります。赤く完熟させ

てから食べるのもおすすめ。

豆と野菜の栄養を兼ね備えた

「スーパー夏野菜」。炭水化物がエ

ネルギーを作るのを助けます。

油との相性のよいなすはエネルギー

補給に役立ちます。味噌汁にも一度

ごま油で炒めてから入れると甘みが

増します。

ほとんどが水分のきゅうりは、

ゆっくり体の渇きを癒やします。

成長に欠かせない葉酸や、胃腸を

保護するムチンが豊富。さっとゆで

るのがおいしさのコツ。

夏に収穫したみずみずしいかぼちゃを使って、カロテンたっぷりの

かぼちゃの天ぷらはいかが。


