
～7月の浦幌産食材～

豆類　牛乳　じゃがいも

日
曜 主食 汁物 主菜 副菜 牛乳 備考

ごはん たまねぎのみそ汁 みそカツ 小松菜のごまあえ 牛乳

米
たまねぎ　小松菜　じゃがいも

かつお節　かつおエキス　昆布エキス
鶏肉　卵　小麦粉　パン粉　米油 小松菜　にんじん　もやし　ごま 牛乳

☆ちらしずし ☆星空七夕汁 ☆星のコロッケ ☆なついろデザート 牛乳

米　鶏肉　にんじん　れんこん　えだまめ
油揚げ　卵

はるさめ　オクラ　にんじん　長ねぎ　 大根
かつお節　かつおエキス　昆布エキス

コロッケ（じゃがいも　たまねぎ　鶏肉
豚肉パン粉　小麦粉　水あめ）　米油

サイダーゼリー(砂糖　レモン果汁)
パイン（缶）　ナタデココ

牛乳

ミルクベビーパン パンプキンスープ チキンマーマレード焼き わかめのサラダ 牛乳
小麦粉　ショートニング　卵

イースト　牛乳　バター　マーガリン　脱脂粉乳
食塩　砂糖

かぼちゃ　じゃがいも　たまねぎ　コーン
パセリ　バター　小麦粉　牛乳

生クリーム　コンソメ
鶏肉　マーマレード

カットわかめ　きゅうり
キャベツ　にんじん

牛乳

ごはん わかめのみそ汁 揚げ鶏のみそ炒め 変わりおひたし 牛乳

米
豆腐　カットわかめ　にんじん　長ねぎ
かつお節　かつおエキス　昆布エキス

鶏肉　米油　なす　キャベツ
いんげん　たまねぎ

ほうれん草　もやし　佃煮（かえり　ごま
かつお節　昆布　桜えび）

牛乳

ちくわの香味揚げ キャベツの梅あえ 牛乳

焼きちくわ　小麦粉　青のり
カレー粉　米油

キャベツ　枝豆　にんじん　梅干 牛乳

ごはん 鶏肉のうま煮 五目たまご焼き 三色おひたし 牛乳

米
鶏肉　高野豆腐　ちくわ　にんじん

こんにゃく　さやいんげん

卵焼き（卵　にんじん　たまねぎ
ほうれん草　豚肉

干ししいたけ　魚介パウダー）
小松菜　にんじん　もやし　かつお節 牛乳

わかめごはん 小松菜のみそ汁 ほっけのピリッと焼き 大根サラダ 牛乳

米　米サラダ油　わかめごはんの素
たまねぎ　小松菜　にんじん　油揚げ
かつお節  かつおエキス　昆布エキス

ほっけ　トウバンジャン
きゅうり　大根　にんじん　かつお節

ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ（玉ねぎ　チキンエキス　レモン
しいたけ　にんにく　生姜　魚介エキス）

牛乳

コッペパン きのこのコンソメスープ ミートローフ ブロッコリーサラダ 牛乳

小麦粉　卵　砂糖　イースト　脱脂粉乳
バター　食塩

たまねぎ　キャベツ　にんじん　しめじ
コンソメ

豚ひき肉　たまねぎ　にんじん　卵　牛乳
パン粉　ケチャップ　ウスターソース

ブロッコリー　きゅうり　キャベツ
にんじん

牛乳

ごはん 大根のみそ汁 さんまうまか煮 きんぴらごぼう 牛乳

米
大根　カットわかめ　たまねぎ　油揚げ
かつお節　かつおエキス　昆布エキス

さんま　生姜
豚肉　ごぼう　にんじん　つきこんにゃく

とうがらし
牛乳

ポテトのチーズ煮 プリン 牛乳

じゃがいも　ベーコン　パセリ　チーズ
バター　コンソメ

プリン（水あめ　卵　加糖れん乳
脱脂粉乳）

牛乳

ごはん ねぎたま汁 豆腐入り和風ハンバーグ ほうれん草ともやしのおひたし 牛乳

米
たまねぎ　長ねぎ　にんじん　卵　鶏肉
かつお節　かつおエキス　昆布エキス

豚ひき肉　豆腐　たまねぎ
生姜　牛乳　パン粉　卵

ほうれん草　もやし　かつお節 牛乳

焼き豚チャーハン わかめスープ 肉しゅうまい まめまめサラダ 牛乳

米　焼き豚(生姜　にんにく　長ねぎ）
卵　たまねぎ　にんじん　ピーマン　ごま油

豆腐　カットわかめ　干ししいたけ　長ねぎ
とりがら　中華スープの素（魚醤を含む）

しゅうまい（豚肉　たまねぎ　鶏肉
ごま油　しょうが　小麦粉）

大豆　えだまめ　キャベツ　マヨネーズ
ごま

牛乳

たまごパン 白菜のクリーム煮 照り焼きチキン コーンサラダ 牛乳
小麦粉　砂糖　ショートニング　卵
イースト　マーガリン　脱脂粉乳

食塩

白菜　たまねぎ　にんじん　パセリ
ベーコン　えだまめ　牛乳

バター　小麦粉　生クリーム　コンソメ
鶏肉　生姜

キャベツ　きゅうり　にんじん
コーン　ツナ

牛乳

ごはん 豆腐のみそ汁 さばのみそ煮 ひじき入りおひたし 牛乳

米
豆腐　大根　長ねぎ　かつお節

カットわかめ　かつおエキス　昆布エキス
さば　生姜 ほうれん草　にんじん　ひじき　かつお節 牛乳

バジルポテト 中華あえ 牛乳

じゃがいも　シーズニングスパイス
米油

もやし　きゅうり　にんじん　きくらげ
アーモンド

牛乳

ごはん・味付のり つみれ汁 厚揚げのそぼろ煮 キャベツの甘酢あえ 牛乳

米　味付のり（煮干エキス）
すりみ（魚肉エキス含む）

卵　にんじん　白菜　長ねぎ　かつお節
かつおエキス　昆布エキス

厚揚げ　にら　豚ひき肉　にんじん
たまねぎ　生姜　かつおエキス　昆布エキス

キャベツ　ごま 牛乳

ごはん 豚キムチ豆腐 ぎょうざ 三色ナムル 牛乳

米
豚肉　豆腐　白菜　長ねぎ

キムチ（りんご　オキアミ）　ごま油

焼きギョウザ（キャベツ　小麦粉　鶏肉
豚肉　豚脂　にら　たまねぎ　ごま油

オイスターソース　卵白粉）
小松菜　もやし　ハム　ごま 牛乳

スパイシーれんこん 大根とツナのサラダ ジョア

れんこん　シーズニングスパイス
米油

大根　きゅうり　にんじん
カットわかめ　ツナ

ジョア

牛乳

牛乳

ゆかりごはん 豚汁 鮭の塩焼き 磯あえ 牛乳

米　ゆかり　米サラダ油
豚肉　こんにゃく　豆腐　じゃがいも

大根　にんじん　ごぼう　長ねぎ　生姜
かつおエキス　昆布エキス　とうがらし

鮭 ほうれん草　もやし　焼きのり 牛乳

黒糖パン トマトと卵のスープ 鶏肉のバーベキューソース チョレギサラダ 牛乳

小麦粉　黒砂糖　ショートニング　卵
イースト　マーガリン　脱脂粉乳　食塩

ベーコン　たまねぎ　トマト　キャベツ　卵
とりがら　コンソメ

鶏肉　生姜　りんご　長ねぎ　にんにく
レモン

きゅうり　キャベツ　にんじん
コーン　ドレッシング（ガーリックペースト

ごま　こんぶエキス）
牛乳
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七夕献立

みそラーメン

中華めん　豚肉　にんじん　長ねぎ　白菜　もやし　メンマ　生姜　にんにく　ラード
豚骨　ごま　ごま油　とうがらし　トウバンジャン

スパゲティ　ベーコン　たまねぎ　セロリ　にんにく　パセリ　マッシュルーム　バター
ケチャップ　トマトピューレ　ドミグラスソース（小麦粉　牛脂　トマト　玉ねぎ　ポークエキス

りんご含む）　ウスターソース　粉チーズ

スパゲティナポリタン

海鮮あんかけ焼きそば
蒸し中華めん　たまねぎ　にんじん　白菜　ピーマン　たけのこ　生姜

にんにく　うずら卵　えび　いか　あさり　ごま油
北京たれ（豚脂　りんご酢　ポークエキス含む）

ゆでうどん　鶏肉　ほうれん草　長ねぎ　たけのこ　にんじん　つと
干ししいたけ　とりがら　かつおエキス　昆布エキス　とうがらし

五目うどん

夏野菜カレー ひよこ豆と野菜のサラダ
米　大麦　豚肉　たまねぎ　じゃがいも　にんじん　ピーマン　トマト　なす　生姜

にんにく　粉チーズ　ヨーグルト　ウスターソース　ケチャップ　小麦粉
バター　香辛料　はちみつ　コンソメ

ひよこ豆　キャベツ　にんじん　きゅうり
ブロッコリー

★材料の都合で、献立を一部変更する場合がありますのでご了承ください。

★各献立に入っている調味料や加工品についての微量成分はすべて記入できない場合があります。

7月 栄養価平均値（基準値）

小学校 エネルギー640kcal（640） たんぱく質25.8g（24） 脂質21.4g（22） 食塩相当量3.1g（2.5)

中学校 エネルギー769kcal（820） たんぱく質30.2g（30） 脂質24.4g（27） 食塩相当量3.9g（3.0）

7月給食だより 

夏の食生活について 
 

 夏本番を迎えました。暑いからといって、冷たいジュースやアイスクリームばかり食べてい

ませんか。暑くても食事をしっかりとらなければ、栄養が偏ってしまい体調を崩してしまいま

す。また、夏バテになると食欲がなくなったり、疲れやすくなってしまいます。これからの季

節、夏バテしないために、規則正しい生活をして、栄養バランスのとれた食事に気をつけて、

暑い夏を元気に過ごしましょう。 

 

喉が乾いたら麦茶や 

牛乳を飲もう！ 

ジュースや、ス

ポーツドリンク

には、たくさんの

砂糖が入ってい

るので、飲みすぎ

ると余計にのど

が渇いてしまい

ます。また、冷た

い飲み物は、飲み

すぎると胃が冷

えて食欲が低下

してしまいます。 

夏バテを防ぐために気をつけよう 

朝食は１日の

活動の源になり

ます。パンと飲み

物、ご飯にふりか

けだけではなく、

チーズや卵、夏野

菜などを加える

と良いです。１日

３食バランスよ

く食べましょう。 

たんぱく質は

体をつくる大切

な栄養素です。主

食がそうめんや、

そばの時には、た

んぱく質が不足

しがちです。卵、

肉、魚、大豆製品

など、１品付け加

えるようにしま

しょう。 

夏の食生活 NG ポイント 

・冷たい食べ物のとり過ぎ 

 

・朝ごはん抜き 

 

・偏った食事 

 

・ジュースやスポーツドリンクの飲みすぎ 

GOOD ポイント 

ビタミンが不

足すると、食欲が

低下し、体が疲れ

やすくなります。

緑黄色野菜はビ

タミン A が豊富

に含まれている

ため、免疫力を高

めてくれます。 

 

しっかり食べよう！ 

朝ごはん 

卵・肉・魚などの 

たんぱく質を 

しっかりとろう！ 

・こまめな水分補給 

 

・旬の食材や、果物を食事に取り入れる 

 

・朝、昼、夕、１日の食事をバランスよく食べる 

 

・牛乳を飲んで水分と一緒にカルシウムをとる 

色の濃い野菜を 

食べよう！ 

× 


