
令和４年度 7 月 よていこんだてひょう

習志野市立秋津小学校

とりにく チーズ マッシュルーム パセリ こめ きょうかまい
ボンレスハム しろみそ キャベツ にんじん こむぎこ サラダゆ
あかみそ だいず きゅうり ホールコーン バタ― じゃがいも
ぎゅうにゅう だいこん ねぎ さとう
あぶらあげ なると しいたけ きゅうり うどん さんおんとう
ぎゅうにゅう いか にんじん たまねぎ こむぎこ サラダゆ
たまご さくらえび もやし みかん さつまいも でんぷん

パイン おうとうかんづめ なたねあぶら さとう
ぎゅうにゅう たまご えだまめ はくさい こめ きょうかまい
とりにく ひじき こまつな もやし さとう サラダゆ
きんときまめ かつおぶし にんじん とうがん さんおんとう さといも
ぶたにく とうふ なす こねぎ　
きなこ スキムミルク オクラ たまねぎ パン さとう
ぎゅうにゅう とりにく セロリー トマト なたねあぶら バタ―
ウインナー だいず にんじん キャベツ じゃがいも さんおんとう
チ－ズ ボンレスハムきゅうり サラダゆ
とりにく かまぼこ しょうが にんじん こめ きょうかまい
チーズ のり さやいんげん ほうれんそう さとう でんぷん
ぎゅうにゅう ほっけ キャベツ えのきたけ じょうしんこ なたねあぶら
かつおぶし とうふ こまつな そうめん ぜりー
ぎゅうにゅう とうふ たまねぎ ねぎ こめ きょうかまい
ぶたにく あかみそ にんじん しいたけ おおむぎ サラダゆ
たまごやき ロースハム にら にんにく でんぷん さんおんとう

しょうが きゅうり はるさめ さとう
ぎゅうにゅう ぶたにく たまねぎ にんじん パン ジャム
とうふ ぶたレバー ほんしめじ マッシュルーム パンこ じゃがいも
たまご ベーコン グリンピース きゅうり おおむぎ さとう
あさり とうにゅう サラダゆ
ぎゅうにゅう ししゃも にんじん ホールコーン こめ きょうかまい
たまご ロースハム ピ―マン あかピーマン こむぎこ はるさめ
とうふ あぶらあげ キャベツ もやし しろごま さとう
わかめ しろみそ ほうれんそう とうもろこし じゃがいも
ぎゅうにゅう さけ たまねぎ にんじん こめ きょうかまい
しろみそ とりにく パセリ きゅうり マヨネーズ　 しろすりごま
あぶらあげ あかみそ キャベツ レモンじる サラダゆ さとう
だいず こまつな だいこん じゃがいも
ぎゅうにゅう とうふ しょうが ねぎ こめ きょうかまい
ぶたにく むきえび にんじん はくさい サラダゆ さとう
ボンレスハム きなこ チンゲンツァイ たけのこ でんぷん マヨネーズ　

しいたけ かぼちゃ しらすぼし
フランク ぎゅうにゅう キャベツ たまねぎ パン マ―ガリン
ベーコン たまご きゅうり ホールコーン じゃがいも なたねあぶら

にんじん ほうれんそう サラダゆ さとう
えのきたけ

ぶたにく スキムミルク たまねぎ にんじん こめ きょうかまい
ぎゅうにゅう ロースハム なす かぼちゃ おおむぎ じゃがいも
あおのり さやいんげん ピ―マン サラダゆ こむぎこ

マッシュルーム にんにく バタ― こめこ

644Kcal （21.2g）
(26.5ｇ) 29.6%
16.5% 2.6g

650Kcal 20～30%
13～20％ 2g未満

＜今月の給食目標＞　

19

ごはん　ぎゅうにゅう　ししゃものオランダﾞあげ
ちぐさあえ　ゆでとうもろこし
とうふとわかめのみそしる

14

(火)

15

(火)

639

24.0

625

26.4

685

20.9

ホットドック　ぎゅうにゅう
ポテトチップスサラダ　たまごスープ

むぎごはん　なつやさいカレー　ぎゅうにゅう
わふうドレッシングサラダ　あおのりポテト
れいとうみかん

628

26.2

(水)
ごはん　ぎゅうにゅう
さけのみそマヨネーズやき
とりゴマサラダ　いなかじる

ごはん　ぎゅうにゅう　とうふとエビのうまに
かぼちゃサラダ　しらたまきなこだんご

647

27.7
(木)

(金)
むぎごはん　ぎゅうにゅう　マーボーどうふ
バンサンスー　だいがくかぼちゃ

622

24.3

しょくパン　いちごジャム　ぎゅうにゅう
とうふいりハンバーグ
むぎのとうにゅうリゾット　シーフードマリネ

669

31.2

7 (木)
たなばたちらし　ぎゅうにゅう
ほっけのゆかりあげ　おひたし
すましじる　たなばたゼリー

まっちゃきなこあげパン　ぎゅうにゅう
チキンガンボ　チーズハムサラダ　ヨーグルト

(水)

8

11

1 (金)

(月)

(月)

6

(金)

12

13

4

5

ひやしきつねうどん　ぎゅうにゅう
いかのてんぷら　かきあげ
さんしょくあえ　サイダーポンチ

(火)
ごはん　ぎゅうにゅう　ふくさたまご　にまめ
おかかあえ　　なつのとんじる

ごはん　ぎゅうにゅう　チキンチャップ　こふきいも
きゃべつサラダ　こんさいのみそしる

625

31.0

624

25.9

630

26.8

15.9

2.57

24.9

3.73

21.5

633

29.1

706

26.9

お　　も　　な　　ざ　　い　　り　　ょ　　うｶﾛﾘｰ
(kcal)
ﾀﾝﾊﾟｸ(g)

こ　　ん　　だ　　て　　め　　い日　付
からだをつくるもとになる からだのちょうしをととのえる

脂質（ｇ）
塩分相当
量（ｇ） ねつやちからになる

20.6

21.8

2.80

18.8

3.10

19.2

31.2

1.75

23.8

2.80

17.3

3.08

23.6

夏の食生活について知ろう

19.3

2.25

3.28

基準値

平均栄養価

2.18

17.1

1.66

※献立は都合により変更となる場合があり
ます。御了承ください。

～ お知らせ
２回目・３回目の振り替えは、８月１日（月）８月３１日（水）に

なります。月末は残高不足とならないよう、入金確認をお願いし

ます。

１・２・３年生（１食￥２８０）・・・・￥５，３２０

４・５年生（１食￥３３０）・・・・￥６，２７０

運動中の水分補給について
部活動などで運動をしている時は、たくさん汗
をかくことから、こまめに水分をとることが大切
です。たくさん汗をかく時の水分補給には、塩分
が含まれている水やスポーツドリンクが適してい
ます。熱中症を予防するためにも、「のどがかわ
く前に」、「こまめに」水分を補給するようにし
ましょう。でも、スポーツドリンクの飲みすぎは、
糖分の取り過ぎになります。注意しましょう。

熱中症に
ならないために……

こまめに水分補給を

夏ばてを防ぐ！ 食事ポイント
１ 偏った食事をしない ２ ビタミンＢ群、Ｃを多く ３ 冷たいものを食べすぎない

あっさりした食事ばかりでは、ス
タミナ不足になります。栄養バラン
スのとれた食事をしましょう。

夏ばて予防に効果的なビタミンB群
（豚肉、レバーなど）やC（野菜、果物
など）が多い食べ物をとりましょう。

胃に負担がかかるので、冷たい
ものばかりを食べないようにしま
しょう。


