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3
コッペパン･牛乳
ナポリタンスパゲティ
☆豆とひじきのサラダ

エネルギー たんぱく質 脂質エネルギー比 629 28.2 24 603 23.9

主食（ごはん・パン）・牛乳
大きなおかず
小さなおかず

1
ごはん･牛乳
みそ汁
小松菜と竹輪のソテー
☆鰆の利休焼

2
ごはん･牛乳
すまし汁
まぜたらかやくごはん
☆じゃがいもの磯辺焼

22 701 25.4 28

お
か
ず
の
内
容

(

g

)

(赤)  筋肉 ･ 血液 ･ 骨 ･ 歯
をつくる食べ物

冷豚肉 青ねぎ 冷鶏肉 青ねぎ 冷ベーコン 冷ウインナー

たまねぎ じゃがいも えのき茸 にんじん ピーマン にんにく
冷うすあげ 赤みそ たまねぎ 冷豆腐 にんじん たまねぎ

スパゲティ 油

(黄)  熱 や 力のもとになる
食べ物

料理酒 塩 ボーンストック
白みそ 削りぶし ふ 淡口しょうゆ

ﾄﾏﾄｹﾁｬｯﾌﾟ
小松菜 にんじん だし昆布 削りぶし ウスターソ－ス 塩

こしょう
しょうゆ 塩 冷豚肉 料理酒
たまねぎ 焼ちくわ

ささがきごぼう 土しょうが 大豆水煮
油 砂糖 砂糖

焼ちくわ たまねぎ 乾ひじき
砂糖 しょうゆ 砂糖 酢

しょうゆ まぐろ（油漬） ホールコーン缶

にんじん

みりん いり白ごま みりん

(緑)  体 の 調子を整える
食べ物

しょうゆ 砂糖

だし昆布

冷さわら 料理酒 にんじん

料理酒 しょうゆ 和がらし
塩 油

削りぶし

塩 油
じゃがいも 青のり

9
ごはん･牛乳
夏野菜カレーライス
☆ごぼうサラダ

10
コッペパン･牛乳
スープ煮
鶏肉のラタトゥイユ

657 21.8 20 668 26.0 32

6
ごはん･牛乳
七夕汁
☆照焼ハンバーグ
フルーツゼリー

7
コッペパン･牛乳
ミネストローネ
☆かぼちゃのグラタン

8
ごはん･牛乳
冬瓜汁
はもの梅ソース
のりの佃煮

626 25.3 32666 21.9 28

お
か
ず
の
内
容

(

g

)

冷鶏肉 オクラ 冷鶏肉 冷ベーコン 冷豚肉 とうがん
626 26.5 24

冷豆腐 ビーフン セロリ にんにく にんじん 焼かまぼこ

塩 だし昆布 スパゲティ ﾄﾏﾄｹﾁｬｯﾌﾟ 料理酒 塩

冷豚肉 なす 冷ウインナー キャベツ
えのき茸 にんじん 皮むきトマト缶 レンズ豆 青ねぎ えのき茸 かぼちゃ にんじん にんじん たまねぎ

たまねぎ じゃがいも じゃがいも 油
みりん 淡口しょうゆ にんじん たまねぎ 緑豆春雨 淡口しょうゆ カレ－ルウ ﾄﾏﾄｹﾁｬｯﾌﾟ 洋風ブイヨン 淡口しょうゆ

トマトピューレ 塩 塩 こしょう
削りぶし 洋風ブイヨン しょうゆ 削りぶし だし昆布 こしょう 油

塩 こしょう 冷鶏肉 皮むきトマト缶

冷ﾁｷﾝﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ にんじん 砂糖 油 冷はも（粉付） 油 まぐろ（油漬） ささがきごぼう なす ズッキーニ
たまねぎ

みりん 砂糖 まぐろ（油漬） かぼちゃ ねり梅 砂糖 いりすり白ごま ﾏﾖﾈｰｽﾞ風ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ ﾄﾏﾄｹﾁｬｯﾌﾟ オリーブ油
たまねぎ しょうゆ 淡口しょうゆ 酢 キャベツ にんじん にんにく

ウスターソ－ス

とろけるチーズ ﾏﾖﾈｰｽﾞ風ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ のりの佃煮 塩 こしょう
片栗粉 油 たまねぎ 牛乳 しょうゆ 砂糖 砂糖

ﾌﾙｰﾂｾﾞﾘｰ（ｸﾞﾚｰﾌﾟ） ホワイトソース

ソフトパン･牛乳
小松菜担々麵
揚げ春巻

646 29.7 27 667 25.9 30 629 24.3 31602 23.5 23

13
ごはん･牛乳
田舎汁
枝豆
☆鯖の風味焼

14
コッペパン･牛乳
ビーンズシチュー
☆ホットサラダ
ミックスジャム

15
ごはん･牛乳
関東煮
きゅうりの甘酢煮
ふりかけ

16
ごはん･牛乳
春雨スープ
マーボーなす

17

お
か
ず
の
内
容

(

g

)

冷豚肉 キャベツ 冷豚肉 大豆水煮 冷鶏肉 うずら卵缶
621 22.8 23

じゃがいも 冷うすあげ たまねぎ じゃがいも じゃがいも 焼ちくわ

削りぶし ﾄﾏﾄｹﾁｬｯﾌﾟ トマトピューレ みりん しょうゆ

枝豆 塩

冷鶏肉 ちんげん菜 冷豚肉 たけのこ水煮

青ねぎ にんじん にんにく にんじん こんにゃく にんじん 土しょうが にんじん 小松菜 にんにく
たまねぎ 緑豆春雨 土しょうが にんじん

赤みそ 白みそ 油 ボーンストック 冷厚揚げ 砂糖 中華ブイヨン 油 たまねぎ 干しいたけ
淡口しょうゆ 塩 冷中華麺 油

ウスターソ－ス ブラウンルウ 削りぶし こしょう 中華ブイヨン 赤みそ
塩 こしょう 砂糖 しょうゆ

きゅうり いり白ごま 冷豚肉 なす 豆板醤 料理酒
ごま油

淡口しょうゆ にんじん いりすり白ごま しょうゆ 酢 にんじん たまねぎ 塩 こしょう
冷さば 酢 まぐろ（油漬） キャベツ ごま油 砂糖 にんにく 土しょうが あたりごま

ﾏﾖﾈｰｽﾞ風ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ ふりかけ（みりん焼） 油 しょうゆ 冷春巻 油
しょうゆ 砂糖 高野豆腐 中華ブイヨン

ミックスジャム 料理酒 片栗粉
赤みそ 砂糖

ごま油 豆板醤

鉄 亜鉛 ﾋﾞﾀﾐﾝA ﾋﾞﾀﾐﾝB１ ﾋﾞﾀﾐﾝB2 ﾋﾞﾀﾐﾝC
(mg) (mg) (mg)

5.0以上2.0 200 0.40 0.40 20 2.00未満
27 2.27 3.92.8 224 0.38 0.49

文部科学省基準 650 21～32.5 20～30 350 50 3.0
79 2.2

(g) (g)

学校給食予定献立表

7月平均 642 25.0 27 303

栄養価
エネルギー たんぱく質 脂質ｴﾈﾙｷﾞｰ比 ｶﾙｼｳﾑ ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ 食塩相当量 食物繊維

(kcal） (g) (%) (mg) (mg) (mg) (mg) (μgRAE）

え

１４ひきのかぼちゃ 作 いわむら かずお

「これはかぼちゃのたね、いのちのつぶだよ。」
14ひきのねずみの家族は、おじいちゃんが大切にしていたかぼちゃのたね
をまくことにしました。家族みんなで力を合わせてつくった畑で、かぼちゃの
たねは芽を出しぐんぐん育っていきます。できたかぼちゃはどんな料理に
変身するのでしょうか？

さあ、とびきりおいしいおはなしの世界へ行ってみよう！

おはなし給食こんだて

堺産農産物 『堺のめぐみ』 を

使用する予定です。

えいよう三色

献立表について

・単位はｇ(ｸﾞﾗﾑ）です。

・食品の数量は中学年の量を

示しています。

・（冷）は冷凍品を示しています。

・☆はオーブン献立です。

★予定献立は内容を一部

変更する場合があります。

夏本番！

規則正しい生活で、

朝ごはんを食べて、

夏バテをふきとばそう！！

・朝ごはんをしっかり食べましょう。
・早寝早起きをし、生活リズムを整えましょう。
・バランスのよい食事をこころがけましょう。
・十分な水分補給で熱中症予防をしましょう。
・アイスやジュースの摂りすぎに注意しましょう。

７日 かぼちゃのグラタン
９日 夏野菜カレーライス

小松菜 １日 １７日

たまねぎ ６日 ９日

にんじん １３日

今年度は、『おはなし給

食』をテーマに、おはなしに

出てくる料理や食べものを紹

介しています。

料理や食べものが出てくる

本はたくさんあります。夏休

みにいろいろな本を読んで、

どんな本にどんな料理や食べ

ものが出てくるか、探してみ

ましょう。

★七夕献立

ビーフンを天の川に

オクラを星にみたてて！

７月２０日（月）からは

主食（パン）・牛乳・ フ

ルーツゼリーまたはジャ

ム等の個包装品の簡易給

食を実施します。

簡易給食期間の学校給食

予定献立表は別途配付し

ます。


