
令和２年度

＜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）

スパゲティナポリタン ミルクロールパン ぎゅうにゅう たまねぎ　にんじん

ハムのマリネ スパゲティ　あぶら ベーコン　チーズ ピーマン　トマト

水 ミルクロールパン さとう ハム きゅうり　レモン

カレーにくじゃが こめ　むぎ ぎゅうにゅう　ぎゅうにく にんじん　たまねぎ

わふうサラダ じゃがいも　さとう だいず　ちくわ えだまめ　こまつな

木 むぎごはん あぶら もやし

ぶたにくとなすのなべしぎ こめ　むぎ ぎゅうにゅう　ぶたにく なす　ピーマン　にんじん

けんちんじる あぶら　さとう みそ　とりにく　とうふ ごぼう　こんにゃく

金 むぎごはん さといも　でんぷん ねぎ

ジャージャーめん こくとうしょくパン ぎゅうにゅう　ぶたにく たまねぎ　しいたけ　しょうが

ちゅうかあえ ちゅうかめん　さとう みそ　やきぶた にんにく　きゅうり　もやし

月 こくとうしょくパン あぶら　ごまあぶら にんじん

【七夕献立】 こめ　でんぷん　あぶら ぎゅうにゅう　あかうお にんじん　たまねぎ

あかうおのなんばんづけ さとう　そうめん なると　わかめ ピーマン　パプリカ　オクラ

火 わかめごはん オクラそうめんじる ほうれんそう　しいたけ

チリコンカン ミルクコッペパン ぎゅうにゅう　ぎゅうにく にんじん　にんにく　トマト

やさいスープ あぶら ぶたにく　だいず キャベツ　たまねぎ

水 ミルクコッペパン ベーコン パセリ

ぶたにくとやさいのしょうがいため こめ　さとう　あぶら ぎゅうにゅう　ぶたにく しょうが　たまねぎ　ピーマン

じゃがいものみそしる じゃがいも とうふ　わかめ　みそ パプリカ　キャベツ

木 ごはん にんじん　しめじ

なつやさいカレー 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

ハムサラダ こむぎこ　マーガリン チーズ　ハム トマト　ピーマン　しょうが

金 むぎごはん さとう　じゃがいも にんにく　キャベツ　きゅうり

ウインナーとキャベツのソテー こめこパン　あぶら ぎゅうにゅう キャベツ　たまねぎ　ピーマン

フルーツポンチ さとう　しらたまこ ウインナー パプリカ　バナナ　みかん

月 こめこパン とうふ パイン　もも　レモン

マーボーどうふ こめ　さとう　ごまあぶら ぎゅうにゅう　ぎゅうにく しろねぎ　しいたけ　しょうが

バンサンスー あぶら　でんぷん ぶたにく　とうふ　みそ にんにく　にんじん　もやし

火 ごはん はるさめ ハム キャベツ　きゅうり

なすとトマトのスパゲティ ミルクねじりパン　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 ミルクねじりパン みかんジュース さとう　じゃがいも きゅうり　みかんジュース

チンジャオロース こめ　あぶら ぎゅうにゅう　ぶたにく ピーマン　パプリカ　たけのこ

ちゅうかスープ さとう　ごまあぶら　 とりにく　 たまねぎ　にんじん

木 ごはん ムース でんぷん　ムース チンゲンサイ 　きくらげ

【和食の日】 こめ　こむぎこ　でんぷん　 ぎゅうにゅう　さば たまねぎ　にんじん

さばのカレーなんばん あぶら　さとう とうふ　あぶらあげ ピーマン　かぼちゃ

金 ごはん かぼちゃのみそしる みそ ねぎ

カラフルソテー パインパン　あぶら ぎゅうにゅう　ウインナー キャベツ　たまねぎ

トマトスープ じゃがいも ベーコン　チーズ パプリカ　ピーマン　トマト

月 パインパン チーズ にんじん　パセリ

さけのつけやき こめ　さとう ぎゅうにゅう　ひじき にんじん　ごぼう　なす

なすのみそしる でんぷん とりにく　あぶらあげ たまねぎ　えのきたけ

火 ひじきごはん さけ　とうふ　みそ ねぎ

キーマカレー コッペパン　こむぎこ ぎゅうにゅう　ぎゅうにく にんじん　たまねぎ　トマト

ジャーマンスープ マーガリン　じゃがいも ぶたにく　ひよこまめ コーン　えだまめ

水 コッペパン アセロラゼリー あぶら　ゼリー チーズ　ベーコン パセリ

ホキのチリソースやき ぶどうパン ぎゅうにゅう　ホキ たまねぎ　しょうが

ポトフ さとう　あぶら だいず　ウインナー にんにく　にんじん

月 ぶどうパン じゃがいも キャベツ

ビビンバ こめ　むぎ ぎゅうにゅう　ぎゅうにく にんにく　もやし　にんじん

トックいりわかめスープ さとう　あぶら　ごまあぶら とりにく　わかめ ほうれんそう　キムチ

火 むぎごはん ごま　トック えのきたけ　たまねぎ　ねぎ

ポークビーンズ キャロットパン ぎゅうにゅう　ぶたにく にんじん　たまねぎ

フルーツ＆ゼリー じゃがいも　あぶら だいず みかん　パイン　もも

水 キャロットパン ゼリー

だいずとひじきのにもの こめ　あぶら　じゃがいも ぎゅうにゅう　だいず　ひじき にんじん　いんげん

ぶたじる さとう てんぷら　ぶたにく　かなぎ もやし　こんにゃく

木 ごはん かなぎのつくだに あぶらあげ　とうふ　みそ ねぎ

ホイコーロー こめ　 ぎゅうにゅう　ぶたにく キャベツ　にんじん　しろねぎ

ワンタンスープ さとう　あぶら みそ　とりにく ピーマン　たまねぎ　にんにく

金 ごはん ごまあぶら　ワンタン きくらげ　もやし　にら
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ホイコーローは中国の四川地方の料理
です。もとは、とても辛い料理でしたが、
日本に伝わった時に、甘味噌とキャベツ
を使った料理になりました。

かまぼこなどの練り製品、ハムなどの肉加工品、マヨネーズは卵の入っていない製品を使用しています。

材料の都合で献立を変更することがあります。
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ホキは、くせがなく食べやすい白身魚で
す。今日は、チリソースをかけて、給食
室のオーブンで焼いています。
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大豆には、「大きな豆」ではなく「大切な
豆」という意味があると考えられていま
す。昔から日本の食卓に欠かせない食
材です。

14
639

バンサンスーは、千切りにした材料を合
わせて作る中国の料理です。さっぱりと
しておいしいですよ。
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トマトには、昆布と同じうま味成分「グル
タミン酸」が含まれています。うま味たっ
ぷりのスープを味わいましょう。
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白玉もちは、白玉粉と水をこねてゆでる
だけで、簡単に作ることができます。お
家で、夏のおやつ作りにチャレンジして
みませんか。

なすは水分を多く含む夏野菜です。暑い
ときに食べると、体を冷やしてくれます
よ。
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ピーマンは、熟すにつれて緑から赤へと
色づき、苦味は消えていきます。また、
ビタミンCの量は増えていきます。
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アセロラは、さくらんぼに似た甘酸っぱ
い果物です。病気から体を守る力を高
めるビタミンCがたっぷり含まれていま
す。
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なすの皮には「ナスニン」という色素が
含まれています。体をサビつかせるのを
防ぐ働きがあります。
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なすは、油との相性が良い野菜です。炒
め物や揚げ物にすると、食欲のない夏
でも、うまくエネルギーをとることができ
ます。
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しょうがのさわやかな辛みには、消化を
助ける働きや、食欲を増す働きがありま
す。肉と一緒に、野菜もしっかり食べま
しょう。
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今日は七夕です。天の川に見立てたそ
うめんと、切り口が星形のオクラを使い
ました。

チリコンカンに使っているチリパウダー
は、辛いチリペッパーに、クミン・ニンニ
ク・オレガノなどを加えた、香りの良い香
辛料です。
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今日のカレーには夏野菜を使っていま
す。太陽の光を浴びて元気に育った夏
野菜には、栄養がぎゅっとつまっていま
すよ。
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毎日、朝・昼・夕の、三度の食事をとって
いますか？暑い日が続きますが、しっか
り食べて体力をつけましょう。
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「トック」は、韓国のお餅です。トッポギ
や、ホットックなどのトック料理がありま
す。今日は小さく丸い形をしたトックを
スープに入れてました。
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よい姿勢で前を向いて、ご飯茶碗を持っ
て、お箸で上手に食べていますか。お
しゃべりをせず、静かに食べましょう。
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ナポリタンは戦後、横浜のホテルの料理
長が、パスタにケチャップをかけて食べ
る兵士達を見て思いついた料理といわ
れています。
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今日の肉じゃがには、カレー粉を入れて
スパイシーに仕上げました。きっとごは
んがすすみますよ。

７月の給食こんだて予定表
＜めあて＞　正

た だ

しいマナーで食
た

べよう
内　浦　小　学　校

日
こんだてめい

ひとくちメッセージ
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ジャージャー麺は、中国の北京（ペキ
ン）地方の料理です。こいめの味付けを
した肉みそに、麺をからめて食べます。

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


