
　　

　　

校　 長　古澤 　厚人
栄養士  黒木あゆみ

府中市立住吉小学校
平成28年6月30日

 梅雨が明けると本格的な夏がやって

きます。夏休みもすぐそこですね。 

 健康に、楽しい夏休みを過ごすため

に、学校が休みでも早寝早起きを心が

け、１日３食規則正しく栄養のある食

事をとるようにしましょう。 

米（宮城・秋田・山形・新潟 ２７年度産）  牛乳（主に神奈川・群馬・千葉） 

  ※ 福島産乳は使用しません。 

豚肉（青森・埼玉）  鶏肉（北海道・岩手・宮崎） 

鯖（ノルウエー）   えび（ベトナム・ミャンマー）   いか（南太平洋） 

ししゃも（ノルウエー）      鮭（北海道）   もずく沖縄手） 

冷凍みかん（和歌山） 

※ 野菜・果物につきましては、給食のホームページをご覧ください。 （http://blog.goo.ne.jp/sumisyoku） 

好き嫌いしないで食べよう 

 

７月の給食目

 好き嫌いせずに給食を食べていますか？苦手なものを残して

はいませんか？食べ物にはそれぞれ栄養があります。健康の

ためにも、好き嫌いせずなんでも食べるようにしましょう。 

７月の食材の主な産地 

７日（木） 七夕献立 
 7月7日は七夕です。この日の夜、天気が良いと織

り姫と彦星は天の川を渡って会うことができると言わ

れています。 

 給食では、星型に型抜きした人参が入った『七夕ご

はん』と、オクラの小口切りを星に見立てた『オクラ

のすまし汁』が登場します。 

８日（金） 沖縄献立 
暑い季節にぴったりな、沖縄料理の献立を作ります。 

 『ししじゅうしい』は沖縄の炊き込みご飯です。

『にんじんしりしり』の『しりしり』は、沖縄の方言

で『せん切り』という意味で、せん切りにんじんの炒

め物です。『サーターアンダギー』はドーナッツのよ

うなデザートです。すべて沖縄の料理です。お楽しみ

に！ 

７月の行事食 
夏休みを元気に過ごそう！ 

～早寝・早起き・朝ごはんの正しい生活リズムで～ 

 夏休みになると、つい夜更かしをしてしまったり、そ

のせいで翌朝起きられなかったり、朝ごはんを食べそ

びれてしまったり、なんていう経験はありませんか？

正しい生活リズムを守ることは、夏休みを元気に過ご

す上でとても重要なポイントです。夏休みでも、早寝・

早起き・朝ごはんのリズムを守って生活しましょう。 

４日（月） 枝豆 

５日（火） とうもろこし 
 ４日に３年生が枝豆のさやもぎを、４日に２年生が

とうもろこしの皮むきを行います。どちらも塩茹でに

して給食に出す予定です。 

１５日（金） セレクト飲み物 
 健康委員会の児童が決めた５種類の飲み物の中から、

自分の好きなものを選びます。 

 １５日で１学期の給食が終了します。楽しい給食時

間になると良いですね。 

材料（４人分） 

（Ａ）粉寒天 ・・・ 大さじ１（約３ｇ） 

（Ａ）砂糖 ・・・ 大さじ２弱（１６ｇ） 

（Ａ）水 ・・・ １２０ｃｃ 

（Ａ）100%ぶどうジュース ・・・ １２０ｃｃ 

（Ｂ）水 ・・・ ６０ｃｃ 

（Ｂ）砂糖 ・・・ 大さじ２強（２０ｇ） 

缶詰の果物（果肉のみ） ・・・ １００ｇ程度 

作り方 

① （Ａ）の水に粉寒天・砂糖を入れて火にかける。

  沸騰させてしっかり寒天を煮溶かす。 

  （ヘラなどで寒天液をすくって粒が残 っていない

●か確認すると良い）

② ①にぶどうジュースを加えてよく混ぜる。 

  バットなどに流して固める。 

③ （Ｂ）のの水と砂糖を火にかけてシロップを作る。

  しっかりと冷ます。 

④ ②をカットし、③と果物を合わせたら完成！ 

 ポイントは寒天をしっかり溶かすこと。それさえ気を

つければ簡単に作ることができます。ぜひ夏休みの

デザートに作ってみてくださいね。果物は缶詰にこだ

わらず旬の物を使ってもおいしいです。 

親子でクッキング♪レシピ紹介 
ぶどうゼリーのフルーツポンチ 



エネルギーkcal

からだをつくる
（あかレンジャー）

ねつやちからになる
（きレンジャー）

ちょうしをととのえる
（みどりレンジャー）

たんぱく質ｇ

キムチチャーハン はるさめのちゅうかスープ

だいずいりあおのりポテト

くろまいごはん なまあげのバーベキューソース

みそしる

えだまめ

ひやしたぬきうどん こまつなときゅうりのちゅうかあえ

とうもろこし

じゃこガーリックライス なつやさいとうずらのたまごのミートグラタン

みずなとコーンのスープ

れいとうみかん

たなばたごはん ししゃものごまてんぷら

やさいのうめあえ

たなばたじる

ししじゅうしい にんじんしりしり

ほたてともずくのスープ

サーターアンダギー

ビビンバ とうがんスープ

しらたまのフルーツポンチ

ごはん さばのおろしがけ

やさいのごまあえ

けんちんじる

ピザトースト キャベツのクリームスープ

かいそうサラダ

さけちゃづけ とりにくのからあげ

やさいのおかかあえ

こだますいか

なつやさいのカレーライス ビーンズサラダ

パイナップル

ナン だいずいりキーマカレー

かぼいもサラダ

れいとうみかん

（注）学校の行事や、食材購入などの都合により献立を変更することがあります。 ※　栄養量は中学年を基準にしています。

☆ ７月１５日（金）は、セレクト飲み物です。

健康委員会の児童が決めた「コーヒー牛乳・りんごジュース・みかんジュース・ぶどうジュース・緑茶」の中から一つ選んで事前に予約します。

おかず
お　も　な　ざ　い　り　ょ　う

4

こめ・さとう・はるさめ・かた
くりこ・じゃがいも・あぶら

にんじん・ほうれんそう・しょ
うが・たけのこ・たまねぎ・キ
ムチ・しめじ・はくさい・しい
たけ・ねぎ

ぎゅうにゅう・あおのり・ぶたに
く・とりにく・とうふ・だいず

しゅしょく のみもの

629
23.2

650
15.5

ぎゅうにゅう・わかめ・なまあ
げ・あぶらあふぇ

もちごめ・こめ・くろまい・お
おむぎ・かたくりこ・さとう・
じゃがいも・ごま・あぶら

ねぎ・しょうが にんにく・りん
ご・えだまめ

633
24.2

632
25.1

チーズ・ぎゅうにゅう・かいそう
ミックス・ちりめんじゃこ・ベー
コン・とりにく・あおだいず

にんじん・こまつな・しょう
が・たけのこ・ねぎ・えのき

650
26.6

ナン・こむぎこ・さつまいも・
はちみつ・あぶら・バター

水

632
24.1

614
23.8

603
26.6

こめ・かたくりこ・ごま・あぶ
ら

みつば・ほうれんそう・にんじ
ん・しょうが・にんにく・キャ
ベツ・こだますいか

615
25.8

にんじん・さやいんげん・トマ
トかん・にんにく・しょうが・
たまねぎ・なす・りんご・りん
ごジュース・ぶどうジュース・
きゅうり・キャベツ・コーン・
パイナップル

今月の平均

にんじん・かぼちゃ・にんに
く・しょうが・たまねぎ・りん
ご・コーン・みかん

しょくパン・こむぎこ・さと
う・あぶら・バター

ピーマン・にんじん・たまね
ぎ・マッシュルーム・キャベ
ツ・しいたけ・コーン・しょう
が

こめ・かたくりこ・こむぎこ・
さとう・あぶら・ごま

ほうれんそう・にんじん・だい
こん・キャベツ・ごぼう・ねぎ

にんじん・オクラ・グリーン
ピース・たけのこ・しいたけ・
キャベツ・きゅうり・ねりうめ

こまつな・あかピーマン・しょ
うが・たけのこ・だいこん・と
うがん・たまねぎ・セロリ・し
いたけ・みかんかん・パインか
ん

5

1 金

6 水

8

月

火

7 木

こめ・じゃがいも・さとう・は
るさめ・かたくりこ・バター・
あぶら

616
21.0

ぎゅうにゅう・ししゃも・わか
め・とりにく・あぶらあげ・たま
ご・おかか・かまぼこ

こめ・さとう・こむぎこ・あら
れふ・あぶら・ごま

688
25.5

こんぶ・ぎゅうにゅう・もずく・
ぶたにく・ツナ・とりにく・ほた
て・たまご

金

645
23.0

615
28.7

パセリ・トマト・トマトかん・
にんじん・みずな・にんにく・
たまねぎ・マッシュルーム・
ズッキーニ・セロリ・コーン・
しょうが・れいとうみかん

うどんさとう・こむぎこ・あぶ
ら・ごま

しゅんぎく・こまつな・にんじ
ん・たまねぎ・きゅうり・にん
にく・とうもろこし

わかめ・ぎゅうにゅう・いか・え
び・たまご

ちりめんじゃこ・ぎゅうにゅう・
チーズ・ぶたにく・うずらのたま
ご・とりにく

こめ・おおむぎ・じゃがいも・
こむぎこ・はちみつ・あぶら

11 月
ぎゅうにゅう・ぶたにく・たま
ご・とりにく・とうふ

こめ・さとう・しらたまこ・あ
ぶら・ごま

火
ぎゅうにゅう・さば・あぶらあ
げ・とうふ

こめ・かたくりこ・さとう・
じゃがいも・こんにゃく・あぶ
ら・ごま

12

13

14 木
のり・ぎゅうにゅう・さけ・とり
にく・おかか

8/31 水 ジョア
ピザチーズ・ぎゅうにゅう・ぶた
にく・だいず・あおだいず

15 金 セレクト
コーヒーぎゅうにゅう・ぶたに
く・あおだいず

平成２８年度 府中市立住吉小学校 

 【 給食費に関するお願い 】 

     ８月は夏休みですが、８月以降、給食費が前納となるため、９月分の給食費の引き落としがあります。 

   引き落とし日は、８月１２日（金）です。 

   未納にならないよう、残高の確認をお願いします。 
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