
７月の目標

小学校 中学校

１群 ２群 ３群 ４群 ５群 ６群

肉・魚・卵・大豆 乳製品・海草・小魚 緑黄色野菜 その他の野菜・果物 穀類・芋・砂糖 油脂・種実類

ごはん 牛乳 こめ 561 756

1 茎わかめのつくだ煮 くきわかめ 19.2 28.3

きゅうりの酢の物 わかめ キャベツ　きゅうり さとう

水 サマー肉じゃが ぶたにく　なまあげ にんじん たまねぎ　えだまめ　とうもろこし じゃがいも　さとう カレールウ

ごはん 牛乳　 こめ 637 814

2 きすフライ きす こむぎこ　パンこ あぶら　 23.9 29.3

切り干し大根のベーコン煮 ベーコン にんじん　いんげん きりぼしだいこん　 さとう ごまあぶら

木 じゃがいものみそ汁 とうふ　みそ わかめ にんじん たまねぎ　なす じゃがいも

ごはん　　 牛乳　 こめ 568 770

3 いかりのギョーザ ぎょうざ 22.4 28.9

ぶたキムチ ぶたにく　 にんじん はくさいキムチ　もやし あぶら　

金 ワンタンスープ にんじん　チンゲンサイ たまねぎ　しめじ タンメン

パン 牛乳 パン 604 761

6 ぶた肉のマスタード炒め ぶたにく にんじん たまねぎ さとう あぶら 30.9 38.4

モロヘイヤのスープ とりにく　たまご にんじん　モロヘイヤ たまねぎ　とうがん

月 ゆでとうもろこし とうもろこし

チキンライス とりにく 牛乳 こめ　 610 792

7 星のコロッケ コロッケ あぶら 17.8 21.8

きらきらサラダ チーズ にんじん とうもろこし　キャベツ　きゅうり　 さとう あぶら

火 流れ星スープ たまご にんじん おくら　たまねぎ　えのきたけ はるさめ

ごはん 牛乳 こめ 642 793

8 とり肉のさっぱり煮 とりにく しょうが さとう 25.3 28.8

きんぴらごぼう さつまあげ　 ピーマン ごぼう あぶら

水 やかましいみそ汁 とうふ　あぶらあげ　みそ わかめ かぼちゃ　ねぎ たまねぎ　しめじ じゃがいも

パン 牛乳　 パン 608 766

9 ひまわりハンバーグ とうふ　ぎゅうにく　ぶたにく とうもろこし　たまねぎ パンこ 25.2 30.9

大根サラダ にんじん だいこん　　きゅうり さとう あぶら

木 ズッキーニのスープ にんじん　パセリ ズッキーニ　たまねぎ　もやし　しめじ

ごはん 牛乳　 こめ　 608 759

10 あじのレモン焼き あじ レモン果汁 25.2 31.6

ゴーヤチャンプル ぶたにく にがうり　にんじん たまねぎ あぶら

金 ごぼう汁 とうふ にんじん　こまつな ごぼう　たまねぎ　えのきたけ

アップルパン 牛乳 りんご パン 652 827

13 かぼちゃグラタン とりにく 牛乳　チーズ かぼちゃ　いんげん たまねぎ パンこ ホワイトルウ 24.8 30.7

枝豆サラダ にんじん えだまめ　もやし　きゅうり さとう あぶら

月 野菜スープ ベーコン にんじん　こまつな たまねぎ　キャベツ

ごはん 牛乳　 こめ 563 715

14 ししゃものフライ ししゃも こむぎこ　パンこ あぶら 25.1 30.6

キャベツと茎わかめの和えもの くきわかめ にんじん キャベツ　きゅうり ごま

火 冬瓜の煮物 とりにく　なまあげ にんじん とうがん　たまねぎ　しめじ　えだまめ さとう

野菜・きのこ類

乳製品・小魚

季節の野菜（ゴーヤ）

魚類・いも類

季節の魚（きす）

小魚・果物

乳製品・いも類

ブックランチ

季節の野菜（とうもろこし）

きす（鱚）は魚へんに喜ぶと書き、6月から7月頃が旬で最もおいしくなります。白身の魚で、たんぱく質をたくさん含み、また脂肪は少なく、あっさりとした
上品な味であることから日本料理に珍重されています。

ズッキーニは形はきゅうりに似ていますが、かぼちゃの仲間です。ひまわりハンバーグは、ハンバーグのまわりにコーンをのせて焼き、ひまわりの花をイメージして作ります。

令和２年度７月

二島学校給食共同調理場　給食予定献立表

魚類・果物

二島中 規則正しい食生活について知ろう　　夏の食生活について知ろう

※牛乳は毎日つきます。

献　立　名
材　　　　　料　　　　　名

おもにエネルギーのもとになるおもに体を作るもとになる おもに体の調子をととのえる ｴﾈﾙｷﾞｰ（kcal）・たんぱく質（ｇ）

家庭でとりたい食品

行事食・旬の献立等

季節の野菜（かぼちゃ）

とうもろこしは、名田島でつくられたスィートコーンを使う予定です。スィートというのは「あまい」という意味のようにとても甘味があり、メロンと同じくらいの糖度があります。

緑黄色野菜・魚類

季節の野菜（ズッキーニ）

豆類・緑黄色野菜

七夕献立

海藻・魚類

七夕は昔からそうめんを食べるならわしがありますが、今年は春雨を使い洋風の七夕スープにしました。

冬瓜は夏の野菜ですが、冬の瓜と書きます。これは、皮が厚く冬まで保存が利くことからこの名がついたと言われています。９５％が水分でビタミンＣやカリウムが多いので、
食べやすい上にミネラルを補ってくれます。

豆類・野菜

季節の野菜（冬瓜）

「いかりのギョーザ」よりブックランチです。

ブブコさんが拾った、関西弁をしゃべるフライパン。怒りの炎でギョーザを焼きます。それは、人々から怒りをなくしてしまうほど、

おいしいのです。なんてユニークな発想なのでしょう。確かに怒ると体力を使います。だけど、その分美味しいギョーザが食べられて、

話し合いも進むとしたら…とても効率的です。これなら、いつも怒っているあの子のパワーだって役に立つかもしれません。みんな

だって、どんどん怒ればいいのです。奇想天外な様で、意外と核心をついたこの仕組み。さて、町中から怒りがなくなったとき、フラ

イパンはどうやって炎を上げるのでしょうか？

夏になると、いろどりのきれいな野菜がたくさん出てきます。
太陽の光をいっぱいに浴びた野菜たちは、私たちの健康を守ってくれます。



小学校 中学校

１群 ２群 ３群 ４群 ５群 ６群

肉・魚・卵・大豆 乳製品・海草・小魚 緑黄色野菜 その他の野菜・果物 穀類・芋・砂糖 油脂・種実類

ごはん 牛乳 こめ 624 787

15 チンジャオロースー ぎゅうにく ピーマン たけのこ ごまあぶら 23.9 29.1

卵とレタスのスープ たまご わかめ にんじん　チンゲンサイ レタス　たまねぎ　エリンギ

水 オレンジ オレンジ

ごはん　わらびもち 牛乳 こめ　わらびもち 580 858

16 さばの塩焼き さば 24.2 31.2

いんげんのごま和え いんげん　にんじん キャベツ　きゅうり さとう ごま

木 かやきせんべい汁 とりにく　とうふ にんじん　ねぎ ごぼう　しめじ かやきせんべい

ごはん 牛乳　 こめ 636 821

17 ポークハヤシ ぶたにく にんじん たまねぎ　しめじ　えだまめ こむぎこ バター 19.4 23.7

カリカリサラダ ひじき にんじん　こまつな キャベツ　きゅうり コーンフレーク　さとう あぶら

金 フローズンヨーグルト ヨーグルト

パン 牛乳 パン 623 782

20 チキンのセサミ焼き とりにく にんにく　しょうが ごま　 26.2 32.1

白瓜のサラダ ツナ にんじん しろうり　きゅうり さとう あぶら

月 かぼちゃのクリームスープ 牛乳 かぼちゃ たまねぎ　エリンギ こむぎこ　じゃがいも バター

ごはん 牛乳　 こめ　 583 745

21 白身魚のカレー揚げ ホキ でんぷん あぶら 22.9 27.6

ピリから和え にんじん きゅうり　きりぼしだいこん さとう

火 フォーガー とりにく にんじん　こまつな　にら たまねぎ　もやし フォー

ごはん　アーモンド 牛乳 こめ アーモンド 554 770

22 いわしのうめに いわし うめ　しょうが さとう 21.7 28.4

こんぶあえ こんぶ にんじん キャベツ　きゅうり

水 はもつみれじる はもつみれ　とうふ にんじん　こまつな たまねぎ　えのきたけ

パン 牛乳 パン 677 852

27 ラフテー ぶたばらにく くろさとう 31.9 39.6

ゴーヤのおかか和え ツナ　かつおぶし ゴーヤ　にんじん もやし　きゅうり さとう

月 おきなわそば かまぼこ にんじん　ねぎ しいたけ　たまねぎ おきなわそば

冷凍パイン パイナップル （そば粉は入っていません）

ごはん 牛乳　 こめ 601 801

28 シューマイ シューマイ 22.3 28.4

ビーフン炒め ぎゅうにく にんじん　ピーマン たまねぎ ビーフン ごまあぶら

火 中華丼 ぶたにく　さつまあげ　うずらたまご にんじん　チンゲンサイ たまねぎ　キャベツ　しいたけ でんぷん

ごはん 牛乳 こめ 735 896

29 手作り夏野菜カレー とりにく かぼちゃ　トマト たまねぎ　なす　えだまめ　りんご こむぎこ バター 21.5 26.3

とうもろこしのサラダ ひじき にんじん とうもろこし　キャベツ　きゅうり さとう あぶら

水 はちみつレモンゼリー ゼリー

パン 牛乳　 パン 591 757

30 なすとベーコンのスパゲティ ベーコン にんじん　ピーマン なす　たまねぎ スパゲティ 20.7 25.7

海藻サラダ かいそう にんじん キャベツ　きゅうり さとう あぶら

木 すいか すいか

ごはん 牛乳 こめ 611 774

31 ぶた玉どんぶり ぶたにく　たまご にんじん　ねぎ たまねぎ　ごぼう　しいたけ さとう　でんぷん 23.5 28.8

そうめんと野菜のさっぱり和え ささみ ひじき にんじん きゅうり　もやし そうめん　さとう ごまあぶら　ごま

金 冷凍みかん みかん

豆類・海藻

豆類・小魚

季節の野菜（しろうり）

乳製品・果物

ブックランチ

魚類・いも類

ｴﾈﾙｷﾞｰ（kcal）・たんぱく質（ｇ）おもに体を作るもとになる おもに体の調子をととのえる おもにエネルギーのもとになる献　立　名
材　　　　　料　　　　　名

家庭でとりたい食品

行事食・旬の献立等

豆類・いも類

海藻・いも類

中華料理

魚類・豆製品

小魚・きのこ類

肉類・いも類

東南アジア料理

乳製品・果物

季節の果物（すいか）

野菜・魚類

ブックランチ

「月と珊瑚」よりブックランチです。今年度の読書感想文コンクール（高学年の部）課題図書になっています。

「わたしは、六ねんせいになったので、べんきょうをがんばります。」

ひらがなだらけの作文を、クラスメートに「あなた、ほんとに六年生？」ってばかにされた。私は、「勉強をしよう」って、本当にそう

思った。まず、どうすればいい。そうだ、漢字を書けるようにしよう。日記だ。日記を書こう。これはちかいだ――。

勉強ができないことを恥ずかしいと感じ始めた少女・珊瑚のクラスに転校してきたのは、まるで『ベルサイユのばら』のオスカルのよ

うな、男の子か女の子かわからない月（るな）という子でした。

珊瑚の「月と仲良くなりたいな」と思う日常を描いた、たどたどしい日記からは、沖縄の子どもたちが、いま、目にし、感じているこ

とのすべてが浮かび上がってきます。子どもの貧困、学力の差、沖縄文化の継承、そして米軍基地問題……。沖縄に移住した作者があた

ためてきたテーマが盛り込まれた１冊です。

「ケンガイにっ！」よりブックランチです。

オレ、田中俊、小５。ばらばらだった家族の食卓、オンラインゲームどっぷりの生活から、夏休みは田舎のばあちゃんちへ！

そこはスマホも言葉も通じない、ケンガイという秘境。そんな中で出会った双子の兄・剣太と拒食症気味の妹・亜紀、漆職人の阿

部じいさん。俊は圏外の田舎で過ごす中、自分の心の中にあったわだかまりとみつめあっていく。単なるネット依存の問題ではな

い、色々なことが盛り込まれたお話です。子ども（小学校高学年からが対象となっています）はもちろん、中学生、大人の方もぜ

ひ読んでみてはいかがですか？

頭にめざましスイッチ
脳に栄養を送り、頭が目覚めるスイッチです。

（ごはん・パン など）

体にめざましスイッチ
体温を上げて、体全体が目覚めるスイッチで

す。（卵・肉・魚 など）

おなかにめざましスイッチ
排便を促して、おなかをすっきりさせて

くれるスイッチです。

（野菜・果物 など）

朝ごはんは１日をスタートさ

せる大切な食事です。パンだけ

ごはんだけではなく、おかずや

汁物を足してバランス良く食べ、

暑い夏に欠かせない塩分や水分

補給をしましょう。


