
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

パン 牛乳 パン　 578 728

1 白身魚のラビゴットソース ホキ あかピーマン きゅうり　たまねぎ さとう 25.9 31.7

フルーツミックス みかん　パイン　もも

月 ラタトゥイユ とりにく トマト　かぼちゃ　ピーマン たまねぎ　なす　ズッキーニ オリーブオイル

ごはん 牛乳 こめ 601 801

2 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 22.3 28.4

ぎょうざ ぎょうざ

火 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

ごはん 牛乳　 こめ 606 778

3 くきわかめのつくだに くきわかめ 21.1 25.7

かみかみ和え ローストだいず こまつな きりぼしだいこん　キャベツ　きゅうり さとう ごまあぶら

水 サマー肉じゃが ぶたにく にんじん たまねぎ　えだまめ　とうもろこし じゃがいも　 あぶら

ごはん 牛乳 こめ 565 729

4 あじのレモン焼き あじ レモン果汁 25.6 31.6

ゴーヤチャンプル ぶたにく　さつまあげ ゴーヤ　にんじん たまねぎ さとう あぶら

木 ごぼう汁 とうふ にんじん　こまつな ごぼう　たまねぎ　しめじ

チキンライス とりにく 牛乳 こめ 610 792

5 ☆（ほし）のコロッケ コロッケ あぶら 17.8 21.8

ツナサラダ ツナ にんじん とうもろこし　キャベツ　きゅうり さとう あぶら

金 流れ星スープ たまご にんじん　 オクラ　たまねぎ　えのきたけ はるさめ

パン　 牛乳 パン　 598 749

8 豚肉のマスタード炒め ぶたにく にんじん たまねぎ さとう 29.3 36.4

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

月 ゆでとうもろこし とうもろこし

ごはん　わらびもち 牛乳 こめ　わらびもち 585 868

9 さばの塩焼き さば 24.9 32.1

いんげんのごま和え にんじん　いんげん キャベツ　きゅうり さとう ごま

火 夏野菜のみそ汁 とうふ　あぶらあげ　みそ かぼちゃ　 とうがん　なす　たまねぎ　オクラ

ごはん 牛乳　 こめ 575 785

10 シューマイ シューマイ 23.0 30.1

豚キムチ ぶたにく にんじん もやし　はくさいキムチ あぶら

水 ワンタンスープ もずく にんじん　チンゲンサイ たまねぎ　しめじ タンメン

アップルパン 牛乳 ドライアップル パン　 608 766

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

レモン風味サラダ にんじん だいこん　キャベツ　きゅうり　レモン果汁 さとう あぶら

木 レタススープ ベーコン にんじん　きぬさや レタス　たまねぎ　もやし　しめじ

ごはん 牛乳 こめ 569 726

12 いかのカレー揚げ いか しょうが でんぷん あぶら 21.1 25.7

ピリから和え キャベツ　きゅうり ごまあぶら

金 とり肉のタイ風スープ とりにく にんじん　にら　パセリ たまねぎ　レモン果汁 フォー

魚・果物

豚肉は肉類の中でもビタミンＢ1が多いのが特徴です。ビタミンB１はごはんやパンなどに含まれるブドウ糖が体の中でエネルギーに変わるときに必要なビタミンです。

豆類・いも類

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、ひまわりの花を思わせるもので、季節献立です。

海藻・豆類

タイ料理
タイ料理の基本は、甘い・辛い・酸っぱい・塩からいの４つの味がどれにもはいっていることで、出された料理にナンプラー、とうがらし、さとうなどをかけて調節します。

魚・きのこ類

季節の野菜
（モロヘイヤ

とうもろこし）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。

果物・いも類

季節の野菜
（とうがん）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。

海藻・果物

季節の野菜
(ゴーヤ）ゴーヤの旬は夏です。イボイボのある見た目や独特の苦味が特徴です。体の疲れをとり、夏バテを防ぐビタミンＣが多く含まれています。

肉類・緑黄色野菜

七夕献立
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。

小魚・果物

中華料理ビーフンは中国で生まれた食品で、お米からできています。台湾、ベトナム、タイなど東南アジアでもよく使われています。東南アジアは、
日本より暖かい国で、米がたくさん収穫できることから、お米でできためん（ビーフン・フォー）をよく食べます。

魚・乳製品

かみかみ
メニューじゃがいもはエネルギーのもとになる炭水化物が含まれいています。また、ビタミンＣや食物繊維なども含まれています。

ラビゴットソースとは、フランス語の 「元気を出させる」という言葉が由来で、酢、油、野菜のみじん切りをベースとしたソースです。気温
が高くなり暑くなると、汗が出て体がだるくなり食欲もなくなってきます。そんなとき、酸味のある酢を使った料理を食べると食欲が出て、
弱った胃に刺激を与え、食べ物をうまく消化してくれるようになります。疲れにくい体にしてくれる働きもあります。

令和元年度７月

二島学校給食共同調理場　給食予定献立表

（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 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

豆類・海藻

季節の野菜
(ズッキーニ）

水分の補給法



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 556 729

16 いわしのみぞれ煮 いわし だいこん 22.7 29.0

土佐酢和え かつおぶし にんじん　こまつな キャベツ　きゅうり さとう

火 かぼちゃのみそ汁 とうふ　あぶらあげ　みそ かぼちゃ　ねぎ たまねぎ　なす

ごはん 牛乳 こめ 712 893

17 手作り夏野菜カレー ぶたにく かぼちゃ　トマト　にんじん たまねぎ　なす　えだまめ　りんご こむぎこ バター 23.1 27.9

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

水 フローズンヨーグルト ヨーグルト

パン　 牛乳 パン 607 765

18 なすとひき肉のスパゲティ ベーコン にんじん　ピーマン なす　たまねぎ スパゲティ 20.9 25.8

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

19 豚玉どんぶり 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 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　ごまあぶら

金 冷凍みかん みかん

おもにエネルギーのもとになる 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

給食終了
もうすぐ夏休みです。暑い夏をのりきるためのポイントは、寝る時間と起きる時間をきちんと決めて、食事は規則正しく三食とりましょう。

豆製品・きのこ類

豆類・小魚

季節の果物
（すいか）スイカの原産はアフリカで、中国より西の方から伝わったウリであるため、「西瓜」と書くようになったそうです。

緑黄色野菜・いも類

夏野菜夏は体調をくずしやすい時期ですが、夏野菜は夏バテを防ぐ役割があり、水分がたっぷり含まれているので、水分補給ができ、体温を下げて
くれます。また、カロチンやビタミンＣ、Ｅなどが多く、体の働きを活発にしてくれます。

小魚・いも類

季節の野菜
（かぼちゃ）かぼちゃはカロテンを多く含んでいるので、オレンジ色をしています。カロテンはかぜなどの病気に負けないように、のどやはなの粘膜を強くしてくれるはたらきがあります。

献　立　名
材　　　　　料　　　　　名

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

梅雨が明けると、いよいよ本格的な夏がやってきます。暑くなると食欲もおとろえがちですが、1日3回の食事をしっかりとって暑さに負
けない体をつくりましょう。

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。ごはんや汁

物からも暑い夏に欠かせない水

分補給ができます。

夏の水分補給のコツは、「の

どがかわく前に少しずつと

る」です。ふだんは水や麦茶

などでとるとよいでしょう。

夏の太陽を浴びて育った夏野

菜からはビタミンや無機質

（ミネラル）がとれます。水

分も多く、「食べる水分補

給」になります。

のどごしのよいめん類や冷たい

サラダばかり食べていては、栄

養バランスが崩れてしまいます。

香味野菜をアクセントに使った

り、カレーやエスニック料理な

どを上手に取り入れ、主菜のお

かずをしっかり食べましょう。

体を冷やし、体調を崩してし

まうことがあります。朝夕の

涼しい時間に外で体を動かし

ましょう。暑い日中も扇風機

などを利用し、温度を下げす

ぎないようにします。就寝時

はタイマーを使うなど工夫を

してみましょう。

＜材料＞４人分
きゅうり４０ｇ
たまねぎ４０ｇ
赤ピーマン２０ｇ

酢 小さじ１
さとう 小さじ1/2
塩・こしょう

＜作り方＞
１．野菜をみじん切りにする。
２．調味料を混ぜ合わせる。
３．１と２を和える。

（給食では野菜を加熱します。）
※給食では焼いた魚にかけますが、お肉でも合います！

１日（月）の給食に出ます。

暑い暑い夏こそ栄養
をしっかりとっ
て、夏バテを防
ぎましょう！


