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①
くろざとうパン ④ABCスープ ①むぎごはん ④にらたまじる
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④コールスロー
⑤オレンジ ④ゆかりあえ

④スタミナみそ

③かぼちゃの ①ココア ④カレースープ ③たなばた ①しょくぱん& ③クラム

①むぎごはん そぼろに 　　　　あげパン すましじる ﾒｰﾌﾟﾙｾﾞﾘｰ チャウダー

①ココア③ケチャップ，ｳｽﾀｰｿｰｽ
④トリガラスープ，うすくちしょう
ゆ，カレーこ③④しお，こしょう，し
ろワイン

①すしず，うすくちしょうゆ，こいく
ちしょうゆ，みりん③かつおぶしだ
し，しお④ゲルかざい

③しろﾜｲﾝ④つぶマスタード，りん
ごす，す③④しお，こしょう，うすく
ちしょうゆ

③うすくちしょうゆ，カレーこ，おろ
ししょうが④ゆかり⑤にぼしだし，
むぎみそ③⑤さけ

②ぎゅうにゅう③きびなご⑤ぶた
にく，あぶらあげ④こんぶ

カルシウムたっぷりのきびなごをしょう
ゆとカレーこであじつけして、からりと
あげます。よくかんでたべましょう！

①くろざとうﾊﾟﾝ④じゃがいも，マカ
ロニ③④たまねぎ

③ズッキーニ，トマト，なす，ｶﾗｰ
ﾋﾟｰﾏﾝ④にんじん，レタス，セロ
リ，ﾊﾟｾﾘ，コーン③④たまねぎ

③キャベツ，にがうり，なす，ピー
マン④にら，えのきたけ③④にん
じん，たまねぎ

月 火 水 木 金

にらのかおりのもとは、アリシンです。
ビタミンB１のきゅうしゅうをたかめま
す。けっこうをよくして、いちょうのは
たらきもよくしてくれます。

③なつやさいのみそいため③ﾐｰﾄﾎﾞｰﾙのラタトゥイユ

調味料
その他

③ﾄﾏﾄﾋﾟｭｰﾚ，ｹﾁｬｯﾌﾟ③④トリガラ
スープ，うすくちしょうゆ，しお，こ
しょう，しろﾜｲﾝ

③こいくちしょうゆ，みりん，あか
みそ，しょうが，にんにく④さばぶ
しだし，うすくちしょうゆ③④さけ

①こめ，むぎ③さんおんとう，あ
ぶら④でんぷん

使
用
食
品

主に体を作
るもとにな
るもの

②ぎゅうにゅう③ミートボール（と
りにく，ぶたにく）④ベーコン

②ぎゅうにゅう③ぶたにく④とう
ふ，けいらん

主に体の
調子をと
とのえる
もの

こ
ん
だ
て
め
い 　

お
ぼ
ん
　
５
・
6
年
生

ラタトゥイユは、なつやさいでつくるフ
ランスのにこみりょうりです。めずらし
いズッキーニというやさいもつかいま
す。

エネルギーKcal/たん白質ｇ エネルギーKcal/たん白質ｇ

610/23.0 623/24.3
えいようか

主にエネ
ルギーの
もとになる
もの

主にエネ
ルギーの
もとになる
もの

①こめ，むぎ③じゃがいも，ざら
め，でんぷん，あぶら④さんおん
とう，ごま，ごまあぶら

①パン，じょうはくとう③でんぷん
④じゃがいも①③あぶら

①こめ，さんおんとう，あぶら，ご
ま③ビーフン④ぶどうとう，ナタデ
ココ，えきとう

①しょくパン，ﾒｰﾌﾟﾙｾﾞﾘｰ③じゃが
いも，こめこ，にゅうぬきﾏｰｶﾞﾘﾝ
④さんおんとう，はちみつ，あぶ
ら，ﾉﾝｴｯｸﾞﾏﾖﾈｰｽﾞ

①こめ，むぎ③でんぷん，こむぎ
こ，あぶら⑤じゃがいも

こ
ん
だ
て
め
い

　
お
ぼ
ん
　
お
や
す
み

かぼちゃといえば、カロテンたっぷりの
やさいです。ひやけしたときには、とく
におすすめのたべものです。

7月7日のたなばたにちなんだこんだてで
す。ビーフンとオクラで天の川をイメー
ジしました。ほしのかたちのにんじんも
はいっていますからみつけてね！

使
用
食
品

主に体の
調子をと
とのえる
もの

③かぼちゃ，にんじん，たまね
ぎ，えだまめ，しいたけ④にら⑤
オレンジ

③ピーマン，しめじ④とうがん，レ
タス，セロリ，パセリ，コーン③④
にんじん，たまねぎ

①ごぼう，えだまめ，きりぼしだい
こん，しいたけ③えのきたけ，も
やし，オクラ④ぶどう，パイン①③
にんじん

③たまねぎ，レタス，セロリ，パセ
リ④キャベツ，きゅうり，コーン③
④にんじん

主に体を
作るもと
になるも
の

調味料
その他

　給食で人気の揚げパン！今
回は，ココア揚げパンです。
おうちでも作れますよ！

えいようか
エネルギーKcal/たん白質ｇ エネルギーKcal/たん白質ｇ エネルギーKcal/たん白質ｇ エネルギーKcal/たん白質ｇ エネルギーKcal/たん白質ｇ

731/28.5 660/24.3624/25.3 652/23.6627/25.2

サラダ

あさりたっぷりのクラムチャウダーは、
てつぶんもおぎなうことができます。ひ
んけつよぼうになりますよ。

①ぎゅぎゅっと
ちらしずし ①むぎごはん

⑤スタミナ
みそしる

きょうは，みなさんにだいにんきのｺｺｱあ
げﾊﾟﾝです。りんじきゅうこうでなかなか
できませんでしたが，ひさしぶりにつく
ります。おたのしみに！

③うすくちしょうゆ，さけ，さばぶし
だし④あかみそ，こいくちしょうゆ
③④みりん，おろししょうが

④きゅうり⑤にんじん，たまねぎ，
キャベツ，えのきたけ，ニラ

④たなばたゼリー③ポークチャップ ③きびなごの
さらさあげ

②ぎゅうにゅう③ぶたにく，かまぼ
こ，うずらたまご，あつあげ④だい
ず，かつおあぶらづけ

②ぎゅうにゅう③ぶたにく④ベー
コン

②ぎゅうにゅう①ぎゅうにく，あぶ
らあげ，けいらん③ｵｰｼｬﾝｷﾝｸﾞ
（タラ，ホキ），とうふ

②③ぎゅうにゅう③ベーコン，ア
サリ，ひよこまめ，しろはなまめ，
しろいんげんまめ，とうにゅう、
チーズ，スキムミルク

令和３年

＊ざいりょうのつごうにより、こんだてがへんこうになることがあります。

7月の給食目標

「給食の時間を守って食べよう」

◯ かぎられた時間の中で，ゆっくりと楽しく給食を味わえるように，

配ぜんのじゅんびに早く取りかかるなど工夫してみましょう。

いよいよ暑い夏がやってきます。毎年暑さが厳しくなっています。

元気にすごせるように，給食では,しゅんの夏野菜をたくさん使いま

すよ！もりもり食べて，元気にすごしましょう！！

ココア揚げパン

コッペパン １個

揚げ油

ココアパウダー ２ｇ

さとう ５ｇ

１ パンは、２０秒くらい油で 揚げる。

２ ココアパウダーとさとうを混ぜて、

揚げたパンにつける。

こたえは、うらにあります。

えいせいに気をつけてじゅんびをしましょう！

なす，ピーマン，トマト，にがうり，かぼちゃ，オクラ，と

うがん，といもがらなどなど，夏に旬をむかえる野菜はたく

さんあります。暑い夏に必要なビタミンや水分をたっぷりふ

くんでいます。いろいろな料理，味付けで，夏野菜をおいし

く味わいたいですね！

旬です！夏野菜をたべよう！！
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④ｴﾋﾞｼｭｰﾏｲ ③かんぱちのいろどりソース ⑤セレクト ④コーンソテー

⑤ごまもやし ④そえやさい ジュース

③こうやどうふの ③なすと ④レタスとたま

①むぎごはん ③サマーカレー ①バターパン ちゅうかいため ①むぎごはん ⑤かいのこじる ①クロワッサン トマトのパスタ ①むぎごはん ごのスープ

19 ②牛乳 20
④もものｾﾞﾘｰ

月 火 水 木 金

セレクト給食
のみものをえらべます！ジョア？みかん
かじゅう？どちらをえらんだかな？

きゅうしょくいいんかいがつくったキャ
ラクター「ハッピーマン」からうまれた
メニューです！

使
用
食
品

主に体を作
るもとにな
るもの

②ぎゅうにゅう③とりにく，チー
ズ，ヨーグルト

②ぎゅうにゅう③ぶたにく，かまぼ
こ，うずらたまご，こうやどうふ④
すけとうだら，えび

②ぎゅうにゅう③カンパチ⑤だい
ず，こんぶ，あぶらあげ

②ぎゅうにゅう③ぎゅうにく，ぶた
にく，ﾁｰｽﾞ④ｳｨﾝﾅｰ⑤ジョア

②ぎゅうにゅう③ぶたにく④けい
らん，とうふ，ｵｰｼｬﾝｷﾝｸﾞ（タラ，
ホキ）

こ
ん
だ
て
め
い

　
お
ぼ
ん
　
お
や
す
み

③ぶたにくのハッピーマンいため

かぼちゃやなす，ピーマン，オクラ，え
だまめなど，しゅんのなつやさいはビタ
ミン，すいぶんのほうこです。なつバテ
するまえに，しっかりとりたいですね。

シューマイは，きゅうしょくでもにんき
があります。きょうは，エビのふうみ
いっぱいのシューマイです。

　　「鹿児島県民の日」
鹿児島の行事食やカンパチを味
わいましょう！

調味料
その他

③ﾄﾘｶﾞﾗｽｰﾌﾟ，カレーこ，ｱﾚﾙｹﾞﾝﾌﾘｰｶﾚｰﾙ
ｳ，ｹﾁｬｯﾌﾟ，ｳｽﾀｰｿｰｽ，ｱｯﾌﾟﾙｿｰｽ，みりん，
こいくちしょうゆ，あかワイン，しお，こしょう，
ｵｰﾙｽﾊﾟｲｽ，おろしにんにく，しょうが

③ﾄﾘｶﾞﾗｽｰﾌﾟ，ｵｲｽﾀｰｿｰｽ，さけ
④ﾎﾀﾃｴｷｽ⑤とうがらし③⑤うすく
ちしょうゆ③④⑤しお

③ケチャップ，ｳｽﾀｰｿｰｽ，こいく
ちしょうゆ，カレーこ，おろしにん
にく，おろししょうが⑤にぼしだし，
むぎみそ

③あかワイン，ﾄﾏﾄﾋﾟｭｰﾚ，くろこ
しょう，おろしにんにく③④うすくち
しょうゆ，しお，こしょう

③こいくちしょうゆ，ｵｲｽﾀｰｿｰｽ，
さけ，おろししょうが④トリガラ
スープ，うすくちしょうゆ③④し
お，こしょう

主にエネ
ルギーの
もとになる
もの

①こめ，むぎ③じゃがいも，こむ
ぎこ，にゅうぬきﾏｰｶﾞﾘﾝ，あぶら
④ゼリー（さとう）

①バターパン④さとう，こむぎこ③
④でんぷん⑤ごま③⑤ごまあぶ
ら

①こめ，むぎ③でんぷん，こむぎ
こ，さんおんとう，あぶら，ごまあ
ぶら

①クロワッサン③スパゲティ，さん
おんとう，オリーブオイル④あぶ
ら

①こめ，むぎ③さんおんとう③④
ごまあぶら，でんぷん

主に体の
調子をと
とのえる
もの

③にんじん，たまねぎ，かぼ
ちゃ，オクラ，なす，ﾋﾟｰﾏﾝ④もも，
ﾊﾟｲﾅｯﾌﾟﾙ，ｾﾞﾘｰ（ぶどう，りんご，
ｱｾﾛﾗ），ﾘﾝｺﾞｼﾞｭｰｽ

③にんじん，たまねぎ，キャベツ，
チンゲンサイ，たけのこ，きくらげ
④たまねぎ⑤もやし

③ふかねぎ④キャベツ⑤にんじ
ん，かぼちゃ，といもがら，ごぼ
う，なす，はねぎ

③にんじん，たまねぎ，トマト，な
す，パセリ，しめじ④ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ，も
やし，コーン⑤みかんかじゅう（み
かん），ジョア（マスカット）

③たけのこ，ピーマン，ｶﾗｰﾋﾟｰﾏﾝ
④にんじん，たまねぎ，レタス，チ
ンゲンサイ，きくらげ

えいようか
エネルギーKcal/たん白質ｇ エネルギーKcal/たん白質ｇ エネルギーKcal/たん白質ｇ エネルギーKcal/たん白質ｇ エネルギーKcal/たん白質ｇ

745/21.8 612/27.6 694/29.3 731/28.8 658/27.5

こ
ん
だ
て
め
い

①あまみのけいはん（きざみのり）

　食育の日　なつのしょきばらいにぴっ
たりのけいはんです！ごはんにぐときざ
みのりをのせて，スープをかけてたべま
しょう。

主に体の
調子をと
とのえる
もの

①しいたけ，キヌサヤ，ふかね
ぎ，はねぎ，しょうが，つぼづけ③
キャベツ，もやし，コーン，ピーマ
ン①③にんじん④もも

使
用
食
品

主に体を
作るもと
になるも
の

②ぎゅうにゅう①とりにく，けいら
ん，きざみのり③いとかまぼこ，し
らすぼし，こんぶ

主にエネ
ルギーの
もとになる
もの

①こめ，むぎ，ざらめ③ごま，さん
おんとう③ごまあぶら④ぶどうとう

終業式
しゅうぎょうしき

調味料
その他

①トリガラスープ，みりん①③うす
くちしょうゆ，さけ，しお④ゲルか
ざい

えいようか
エネルギーKcal/たん白質ｇ

620/23.6

④ぷるぷるポンチ

③キャベツのしおこんぶいため

令和３年

＊ざいりょうのつごうにより、こんだてがへんこうになることがあります。

〇 その日のこんだてに使用する食品名を書いています。食物アレルギー等で対応が必要な場合は，確認してください。

また，食物アレルギー等で，加工食品の成分や原材料の使用量などくわしい資料が必要な方は，学校へおたずねください。

もうすぐ夏休み！

お家で過ごす時間が長くなるので，おやつを食べる機会

も多くなりますね。食べすぎたりすることがないよう，ど

んな食べ方がいいのか考えてみましょう！

また，水分補給のポイントも確認してみましょう！

【クイズの答え】

Q１ なす Q２ ししとう Q３ トマト

Q４ かぼちゃ Q５ とうもろこし

7月14日は，鹿児島県民の日です！

7月14日は，鹿児島県が誕生した明治4年の廃藩置県の布告日です。

「県民の日」は，鹿児島の歴史や文化を見つめ直し，郷土に対する親し

みや愛着をふかめる機会となるよう制定されました。 鹿児島には，多

くの郷土料理や地場産物があります。どれも鹿児島の風土や歴史の中

で，育まれてきた大切な食文化です。食をとおして，鹿児島のすばらしさ

を再認識する機会にしてほしいものです。

【カンパチのいろどりソース】

今年度２回目の鹿児島ブランドカンパチの提供です。

【かいのこ汁】

鹿児島に伝わるお盆の行事食です。

「粥の子」つまりお盆にお供えする「白粥」のそえ物という意味があ

ります。大豆や夏野菜のなすやといもがら、かぼちゃなどをみそ汁に

仕立てて作る、精進料理です。8月14日・15日の朝に作って仏前にお

供えします。

鶏飯（けいはん）は，奄美大島に伝

わる郷土料理です。今では，県内の学

校給食でも大人気！

夏休みが

やってくる！


