
 

  

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 水 わかめごはん 
牛
乳 

いりどり 
生揚げの 

ごまみそかけ(３個) 
オレンジ 

わかめ 牛乳 鶏肉 生揚げ  
みそ 

こんにゃく れんこん にんじん 枝豆 
たけのこ しょうが オレンジ 

ごはん じゃがいも さとう  
白ごま 

2 木 ❤きしめん 
牛
乳 

❤きしめんの汁 
かき揚げ 
ちくわの磯部揚げ 
春日井産サボテンと 

もやしの和え物 
干し小魚 

牛乳 鶏肉 油揚げ ちくわ 
のり 干し魚 

大根 ねぎ こんにゃく ごぼう  
小松菜 しいたけ サボテン もやし 

きしめん 小麦粉 でん粉 
米油 さとう ごま油  白ごま 

 かき揚げ  もずく 大豆 たまねぎ にんじん 小麦粉 大豆油 米油 

3 金 ごはん 
牛
乳 

みそ汁 
●ゴーヤチャンプルー 
冷凍パイナップル 

牛乳 油揚げ わかめ みそ 
生揚げ 卵 豚肉 

たまねぎ にんじん えのきたけ 
ねぎ ゴーヤ パイナップル 

ごはん じゃがいも さとう 

6 月 麦ごはん 
牛
乳 

豚丼の具 
かつおフライ 
ボイルキャベツ 
たく上ソース 

牛乳 豚肉  
たまねぎ しらたき ねぎ にんじん 
エリンギ キャベツ 

麦ごはん さとう  

 かつおフライ かつお  パン粉 米油 

7 火 ごはん 
牛
乳 

七夕汁 
いわしの梅煮 
きゅうりとひじきの和え物 
七夕デザート 

牛乳 うずら卵 かまぼこ 
ひじき 

とうがん にんじん オクラ 
しいたけ きゅうり 

ごはん 白ごま 七夕デザート 

 いわしの梅煮 いわし 赤しそ さとう 

8 水 
サンドイッチ
ロールパン 

牛
乳 

じゃがいもスープ 
ロングハンバーグの 

トマトソースかけ 
カットコーン 

牛乳 ベーコン 豆乳 
生クリーム 

たまねぎ にんじん マッシュルーム 
パセリ ズッキーニ 黄パプリカ   
とうもろこし 

ロールパン じゃがいも バター 
さとう 

 ロングハンバーグ 鶏肉 牛肉 大豆 たまねぎ パン粉 米油 

9 木 ごはん 

は
っ
こ
う
乳 

豆腐の中華飯 
シャキシャキポテトサラダ 
冷凍みかん 
小袋ドレッシング 

はっこう乳 豆腐 豚肉  
うずら卵 茎わかめ 

たまねぎ キャベツ たけのこ 
にんじん エリンギ しょうが 
にんにく きゅうり とうもろこし 
みかん 

ごはん さとう でん粉 
じゃがいも アーモンド 
ごまドレッシング 

10 金 ごはん 
牛
乳 

沢煮わん 
 さばのから揚げ 
 キャベツ入りメンチカツ 
ミニトマト(２個) 

 ミニたい焼き 
 日向夏のゼリー 

牛乳 豚肉 かまぼこ 
にんじん たけのこ ごぼう 
ぶなしめじ こまつな ミニトマト 

ごはん 長いも でん粉  
ミニたい焼き 日向夏のゼリー 

 さばのから揚げ さば  でん粉 米油 

 キャベツ入りメンチカツ 豚肉 キャベツ パン粉 米油 

13 月 
クロスロール

パン 
牛
乳 

白いんげんと 
ポークのトマト煮 

かぼちゃサンドオムレツ 
冷凍りんご 

牛乳 豚肉 まぐろ油漬け 
たまねぎ にんじん トマト 
とうもろこし セロリ パセリ  
にんにく りんご 

ロールパン 白いんげん豆 
じゃがいも さとう  

 カボチャサンドオムレツ 卵 鶏肉 かぼちゃ  

14 火 
ごぼうピラフ 

 
牛
乳 

春日井産サボテン入り 
コロッケ 

きゅうりのさっぱりづけ 
ミックスナッツ 

牛乳 鶏肉 
ごぼう にんじん パセリ きゅうり 
切り干し大根 レモン 

米 バター さとう ごま油  
アーモンド カシューナッツ  
マカダミアナッツ 

  サボテン入りコロッケ 豚肉 たまねぎ サボテン じゃがいも パン粉 米油 

15 水 ごはん 
牛
乳 

中華風卵スープ 
鶏肉のカシューナッツ炒め 
キウイフルーツ 

牛乳 卵 えび くきわかめ 
鶏肉 

とうもろこし たまねぎ えのきたけ 
たけのこ 枝豆 赤パプリカ 
しょうが キウイフルーツ 

ごはん でん粉  さとう  
カシューナッツ 

16 木 麦ごはん 
牛
乳 

夏野菜カレー 
和風ツナサラダ 
冷凍みかん 

牛乳 豚肉 脱脂粉乳 
チーズ まぐろ油漬け 

たまねぎ かぼちゃ なす トマト 
マッシュルーム ピーマン にんにく 
りんご きゅうり キャベツ にんじん 
こんにゃく寒天 みかん 

麦ごはん ひよこ豆 カレールウ 
バター さとう ごま油 

 

 

 

 

 

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。トマト、

ゴーヤ、ナス、ピーマンなどの夏野菜には、

体の調子を整えるために欠かすことができ

ないビタミンやミネラルが豊富です。夏バ

テを防ぎ食欲がでる豚肉や大豆・大豆製品

などの食材を食べて暑い夏をのりきりまし

ょう。 

 

 

七夕汁 

七夕にそうめんを食べると病気にならないと

いわれています。魚のそうめんが天の川をイメ

ージしていて、夏野菜のオクラの切り口が、ち

ょうど星型をしています。 

 

 

きしめん 

うどんに似たきしめんは、平たくて細長いめ

んです。その由来は、きじの肉を入れた「きじ

めん」というめんがあり、後にきしめんに 

変化したといわれています。きじ肉 

の入っためんは徳川家だけが食 

べることが許された特別な 

ものでしたが、藩主が 

「きじ肉の代わり 

に油揚げを入れれば、 

誰が食べてもかまわない」といった 

ことから、庶民に広まり、尾張名古屋 

の名物になりました。 

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 主食となるめん類は前日に製造しています。 
 
学校給食費の口座振替が三回連続で不能となった場合、 
「納付書」による支払いに変更する場合があります。 

 
 
 
【中学校の予定金額】２８５円×１２日＝３，４２０円 
 
※７月分は平成２７年８月３１日（月）に口座振替します。 

 

 

ゴーヤチャンプルー 

「チャンプルー」は、沖縄方言でいろいろな

材料をまぜるという意味があります。その中で

もゴーヤチャンプルーは、代表的なチャンプル

ーで、チャンプルーのメジャー化とともにゴー

ヤは、全国に普及しました。また、「チャンプ

ルー」には豆腐が欠かせません。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❤愛知県の郷土料理、特産品 

暑さに負けない 

食事をとろう 

食材を食べよう 

 

７月の給食費 

７ ２７ 

夏を元気にのりきろう 
 暑い季節がやってきました。急な暑さに体が追いつかず、「体がだるい」「疲れやすい」「集中力がなくなる」

などの夏バテの症状が起こりやすくなります。夏バテを防ぐために、次の４つのポイントを心がけましょう。 

朝ごはんは、１日の活動源です。

パンだけ、ごはんだけの食事よりも、

主菜・副菜・汁物をそろえて食べま

しょう。 

急を要する水分補給にはスポーツ飲

料は効果的です。しかし、日常の水分

補給で飲む場合は、糖分の摂りすぎに

なるので注意しましょう。 

ビタミン、ミネラルは汗と一緒に失

われます。野菜をたくさん食べて補給

しましょう。特に夏野菜に多い、緑黄

色野菜を意識して食べましょう。 

暑さで食欲が落ちると、体力を

消耗しやすくなります。１日３回

のバランス良い食事、適度な運動、

十分な睡眠を心がけましょう。 

水分補給には水や麦茶を飲もう 

緑黄色野菜を食べよう 

 

朝ごはんをしっかり食べよう 

十分な睡眠・栄養・運動を心がけよう 

 

１０日(金)は、セレクト給食です。 

①さばのから揚げ＋ミニたい焼き 

②さばのから揚げ＋日向
ひゅうが

夏
なつ

のゼリー 

③キャベツ入りメンチカツ＋ミニたい焼き 

④キャベツ入りメンチカツ 

＋日向
ひゅうが

夏
なつ

のゼリー 

食べることができるサボテンは「うちわサボテン」で、味はオクラのような、ねばりと酸味があります。「とげ」と「とげざ」を 

とり、皮ごと食べられます。サボテンには、野菜や果物などと同じような栄養が含まれています。 

☆新献立 

●沖縄県の郷土料理 

春日井産うちわサボテン 


