
 

  

  

砂漠でも生きていける強い生命力を持ったうちわサボテンは、古くから食用としても親しまれてきました。メキシコなどの南米で、 

うちわサボテンは、野菜の一種として食卓には欠かせないものです。うちわサボテンにはカルシウムが小松菜と同じくらいの量、 

クエン酸、リンゴ酸がみかんと同じくらいの量含まれています。つまり、うちわサボテンには、緑黄色野菜と果物の両方の栄 

養素が含まれています。 

 

１ 都合により献立を変更する場合があります。 
２ 材料は、すべてを表記しているものではありません。 
３ アレルギー献立表を希望される方は、学校へご連絡ください。 
４ 主食となるめん類は前日に製造しています。 

７月の給食費 
【中学校の予定金額】２６５円×１３日＝３，４４５円 
 ※７月分は平成２６年９月１日（月）に口座振替します。 

 

 

日 曜 献立名 
主 な 材 料 と そ の 働 き 

赤 体をつくる 緑 体の調子を整える 黄 体を動かすエネルギーになる 

1 火 ごはん 
牛
乳 

とうがん汁 
ひじき入り豚そぼろ 
アーモンド入り小魚 

牛乳 鶏肉 卵 豚肉  
ひじき 小魚 

とうがん にんじん オクラ しいたけ  
たまねぎ グリンピース しょうが  

ごはん じゃがいも でん粉  
さとう アーモンド  

2 水 わかめごはん 
牛
乳 

豆腐のオイスターソース煮 
ごぼうサラダ 
冷凍みかん 

わかめ 牛乳 豆腐  
ほたて  

白菜 たまねぎ たけのこ  
にんじん チンゲンサイ ねぎ  
にんにく きゅうり ごぼう 
とうもろこし みかん   

ごはん でん粉 アーモンド  
マヨネーズ 白ごま  

3 木 
発芽玄米 
ごはん 

牛
乳 

牛肉とたまねぎの煮物 
☆ホキフライのサボテン 

カラフルあんかけ 
オレンジ 

牛乳 牛肉 焼き豆腐  
たまねぎ しらたき にんじん ねぎ 
エリンギ うちわサボテン 枝豆  
赤パプリカ とうもろこし オレンジ  

発芽玄米ごはん さとう  
でん粉  

 
ホキフライ ホキ 

 
米粉パン粉 でん粉 米油 

4 金 
クロスロール

パン 
牛
乳 

ポークビーンズ 
コロコロポテトサラダ 
小袋マヨネーズ 

牛乳 大豆 豚肉 ベーコン  
まぐろ油漬け  

たまねぎ にんじん グリンピース  
トマト キャベツ 

クロスロールパン さとう  
じゃがいも マヨネーズ  

7 月 麦ごはん 
牛
乳 

えびとわかめのスープ 
ビビンバ 
七夕ゼリー 

牛乳 豆腐 えび かまぼこ 
わかめ 卵 牛肉  

ねぎ にんじん えのきたけ  
大豆もやし 小松菜 にら 
切り干しだいこん にんにく 

麦ごはん さとう 七夕ゼリー 

8 火 ごはん 
牛
乳 

ツナじゃが 
生揚げのごまみそかけ 
冷凍パイナップル 

牛乳 まぐろ油漬け 生揚げ  
みそ  

たまねぎ しらたき にんじん  
さやいんげん パイナップル  

ごはん じゃがいも さとう  
白ごま  

9 水 
かぼちゃ 
ロールパン 

牛
乳 

白いんげんのポタージュ 
からふとししゃもフライ(３尾） 
ボイルキャベツ 
卓上ソース 

牛乳 鶏肉 豆乳 生クリーム  
かぼちゃ たまねぎ にんじん 
マッシュルーム キャベツ  

ロールパン 白いんげん豆 
ホワイトルウ バター  

 
からふと子持ちししゃもフライ からふと子持ちししゃも 

 
米粉パン粉 でん粉 米油 

10 木 麦ごはん 
牛
乳 

みそ汁 
●ゴーヤチャンプルー 
ミックスナッツ 

牛乳 わかめ みそ 生揚げ  
卵 豚肉  

たまねぎ にんじん だいこん  
えのきたけ ねぎ  ゴーヤ  

麦ごはん じゃがいも さとう  
アーモンド カシューナッツ  
マカダミアナッツ  

11 金 ❤とりめし 
牛
乳 

さわらのてりかけ 
★きゅうりのさっぱり漬け 
フローズンヨーグルト 

牛乳 鶏肉 油揚げ こんぶ 
さわら ヨーグルト  

ごぼう こんにゃく にんじん  
しいたけ しょうが きゅうり  
だいこん レモン  

米 もち米 さとう 米油  
でん粉 ごま油  

14 月 ごはん 
牛
乳 

沢煮わん 
枝豆コロッケ 
かれいの竜田揚げ 
ミニトマト(３個) 
メロンゼリー 
ピーチタルト 

牛乳 豚肉 かまぼこ 
だいこん にんじん たけのこ  
ごぼう えのきたけ みつば  
ミニトマト  

ごはん でん粉 メロンゼリー  
ピーチタルト  

 

枝豆コロッケ 
 

枝豆 じゃがいも パン粉 小麦粉 米油 

かれいの竜田揚げ かれい 
 

米粉 米油 

15 火 ソフトめん 
牛
乳 

ミートソース 
切り干し大根と 

ツナのサラダ 

牛乳 豚肉 牛肉 大豆  
チーズ 脱脂粉乳  
まぐろ油漬け  

たまねぎ にんじん マッシュルーム 
グリンピース きゅうり  
とうもろこし 切り干しだいこん  

ソフトめん さとう 白ごま 
トマトルウ  

16 水 麦ごはん 
牛
乳 

高野豆腐の卵とじ 
シャキシャキポテトサラダ 
冷凍みかん 
小袋コーンドレッシング 

牛乳 卵 鶏肉 かまぼこ  
高野豆腐  

たまねぎ にんじん さやいんげん  
きゅうり とうもろこし みかん  

麦ごはん さとう じゃがいも  
アーモンド コーンドレッシング 

17 木 麦ごはん 
牛
乳 

夏野菜カレー 
ナタデココフルーツ 
福神漬け 

牛乳 豚肉 脱脂粉乳  
チーズ  

たまねぎ なす ズッキーニ  
赤パプリカ にんにく りんご  
桃 パイナップル みかん  
すいか 福神漬け 

麦ごはん じゃがいも カレールウ 
バター ナタデココ 

 

 

 

 

 

暑い夏を元気に過ごすためには、しっか

りと食事をとることが大切です。この時期

は食欲がなくなるので、旬の食材を取り入

れて献立を作りました。 

 

 

きゅうりのさっぱりづけ 

旬の野菜のきゅうりを使い手軽に作れます。

レモンとしょうゆでさっぱりと、ごま油で香り

よく仕上げました。暑い夏にぴったりです。 

 

 

ホキフライのサボテンカラフルあんかけ 

米粉で作ったパン粉を使ったホキフライに、

うちわサボテン、枝豆、赤パプリカ、とうもろ

こしで作ったカラフルな野菜を使ったあんを

かけます。 

 

 
ゴーヤチャンプルー 

「チャンプルー」は、沖縄の家庭料理のひと

つで、いろいろな材料を混ぜるという意味があ

ります。沖縄を代表する野菜のゴーヤとぶた

肉、生揚げ、たまごを使って作ります 

 

 

とり飯 

 明治時代に、鶏の卵をふ化 

させる技術が日本に伝わり、 

その後、愛知県吉浜地区では 

鶏を飼い育てることが地場産業の 

ひとつになりました。それから 

卵を産まなくなった 

大人の鶏を「とり 

飯」として食べる 

ようになりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２６ ７ １ 

★応募献立 

❤愛知県の郷土料理 

☆新献立 

●沖縄県の郷土料理 

春日井市教育委員会 

学校給食課 

うちわサボテン 

夏の食材を食べよう 

 

14日（月） 


