
令和３年度

新座市立大和田小学校

牛乳 料理名 血や肉や骨をつくる 熱や力のもとになる 体の調子をととのえる そのほか

フラワーパン フラワーパン

とりにくとやさいのトマトに とり肉　Feウインナー 油　じゃがいも
にんにく　にんじん　玉ねぎ
しめじ　さやいんげん
トマト(缶)　トマトジュース

塩　こしょう
赤ワイン　オレガノ

こんにゃくサラダ 油
こんにゃく　キャベツ　枝豆
にんじん　コーン　玉ねぎ

しょう油　酢　塩
こしょう　マスタード

プルコギどん ぶた肉
米　麦　油　きび糖
ごま油　ごま

にんにく　長ねぎ　にんじん
もやし　にら　玉ねぎ
しいたけ

しょう油　コチュジャン
酒　塩　こしょう

きくらげとたまごのスープ たまご 油　でん粉　ごま油 たけのこ　にんじん　きくらげ
鶏がら　酒　しょう油
塩　こしょう

ヨーグルト ヨーグルト

ごこくごはん
米　麦　きび
もち黒米　発芽げん米

わふうミートローフ ぶた肉　豆腐　高野豆腐 ごま油　ごま 玉ねぎ　にんじん　しょうが 塩　こしょう　しょう油

ミニトマト ミニトマト

みそしる 油揚げ　みそ じゃがいも 小松菜　長ねぎ だし昆布　煮干し

バターライス・フェジョアーダぞえ
大豆　とり肉
Feウインナー

米　麦　バター　油
枝豆　玉ねぎ　にんにく
しょうが

塩　白ワイン　しょう油
オールスパイス

まぐろのムケッカふうソースがけ まぐろ　豆乳 でん粉　油　きび糖
玉ねぎ　ピーマン　にんにく
切干だいこん　トマト(缶)

トマトケチャップ
トマトピューレ
塩　こしょう　白ワイン
ローリエ

あなごちらしずし 油揚げ　あなご　のり 米　麦　砂糖　三温糖
にんじん　干ししいたけ
たけのこ　きぬさや

だし昆布　酒　酢　塩
しょう油　みりん

そうめんじる とり肉 そうめん　星型ふ にんじん　オクラ
だし昆布　けずり節
酒　みりん　塩
淡口しょう油

こだまスイカ 小玉スイカ

チンジャオロース―めん ぶた肉　みそ
中かめん　ごま油　油
砂糖　でん粉

しょうが　にんにく　にんじん
玉ねぎ　たけのこ　ピーマン

酒　しょう油　豆板醤
オイスターソース　塩
トマトケチャップ

ファイバーボール
おから　たまご　豆乳
粉チーズ

小麦粉　きび糖　油 塩　ベーキングパウダー

チキンライス とり肉
米　麦　オリーブ油
油

玉ねぎ　にんじん　ピーマン
マッシュルーム

赤ワイン　しょう油
トマトケチャップ
トマトピューレ　塩
中濃ソース　こしょう

じゃこサラダ ちりめんじゃこ 油　きび糖
キャベツ　にんじん　コーン
きゅうり

しょう油　酢

おいわいケーキ たまご
バター　小麦粉　粉糖
グラニュー糖

干しぶどう ラム

むぎごはん 米　麦

ホイコーロー ぶた肉　生揚げ　みそ
油　砂糖　ごま油
でん粉

にんにく　玉ねぎ　にんじん
干ししいたけ　キャベツ
ピーマン　赤ピーマン

甜麵醬　豆板醤　酒
しょう油　塩　こしょう

ナムル 砂糖　ごま油
もやし　小松菜　きゅうり
切干だいこん　にんにく

しょう油　ラー油

ひやしきつねうどん 油揚げ うどん　砂糖 干ししいたけ　長ねぎ　小松菜
だし昆布　けずり節
しょう油　酒　みりん
塩

かぼちゃのそぼろあんかけ とり肉 油　きび糖　でん粉
かぼちゃ　しょうが　玉ねぎ
さやいんげん

酒　みりん　塩
淡口しょう油

ひじきごはん ひじき　油揚げ 米　麦　油　砂糖 にんじん
だし昆布　酒　みりん
淡口しょう油　しょう油

まだいのしおやき まだい 塩　酒

ごまみそあえ みそ ごま　砂糖 もやし　ほうれん草　にんじん しょう油　みりん

れいとうみかん みかん

ライスボールパン ライスボールパン

ひよこまめとやさいのスープ
Feウインナー
ひよこ豆

じゃがいも
玉ねぎ　にんじん　ほうれん草
もやし　しめじ　エリンギ

鶏がら　酒　塩
こしょう　しょう油

コーンサラダ 油　ごま油　砂糖
キャベツ　にんじん　コーン
きゅうり

酢　こしょう　しょう油

とうにゅうアイス 豆乳アイス

※学校行事や食材の都合等により、内容を変更する場合があります。ご了承ください。 今月の平均値 645 26.1

基準値 650 26.8

15 木 〇 629 19.0

12 月 〇 656 24.5

14 水 〇 593 26.7

13 火 〇 639 26.8

8 木 〇 696 28.4

9 金 〇 710 23.2

6 火
コ
ー

ヒ
ー

ぎ
ゅ

う
に
ゅ

う

710 32.6

7 水 〇 576 24.2

2 金 〇 661 28.0

5 月 〇 599 26.3

たんぱく質
（g）

1 木 〇 627 28.0

７月分　学校給食予定献立表

日
曜
日

こんだて おもな食品 エネルギー
（kcal）

じゃがいも

玉ねぎ

人気メニューを紹介！ ファイバーボール ７月８日(木)実施

【材料】 分量は中学年４人分（８個分）

おから １１０ｇ 小麦粉 １/２カップ弱 たまご １/２個 きび糖 大さじ３

豆乳 大さじ２（硬さを見て調節） 塩 少々 ベーキングパウダー 小さじ１/２

粉チーズ 大さじ４ 揚げ油 適量

※少し甘めなので、おかずにもおやつにもなります。

お好みで砂糖の量を調整してください。

【作り方】

① 材料を合わせてよく混ぜる。豆乳は少しずつ加え、硬さを調整する。

② ①を８等分にして丸める。

③ １７０℃～１８０℃くらいの油で揚げる。

今月のいち押し食材！

１４日(金) 長崎県産 支援真鯛
※今月も、新型コロナの影響で余剰在庫となった

真鯛を無償で提供していただきました。

しっかり食べて食品ロスを減らしましょう。



　

今月の行事食など

● ６日(火) オリパラ応援献立

聖火が新座市を通過します。

● ７日(水) 七夕の献立

● ９日(金) 開校記念お祝い献立

新座市では、ブラジル連邦共和国のオリンピック選手団が事前トレー

ニングキャンプを行う予定となっています。これを機会にブラジルとの

交流を深めることを目指して、国の進める「ホストタウン」制度に登録

し、様々な交流事業を行っています。その中のひとつとして、ブラジル

を知るきっかけとなるように、ブラジルの代表的な料理を給食に取り入

れます。食を通じて、ブラジルについて理解を深めましょう。

★ムケッカ★
ムケッカは、フェジョアーダと並ぶブラジルの定番料理の

ひとつの海鮮シチューで、ブラジル先住民の料理に影響をう

けた伝統的な料理です。少なくとも３００年前から作られて

いる料理だと言われています。

ブラジルでは、魚、えび、かに、ロブスター、生のバナナ

などの具材が用いられており、味付けは玉ねぎ、トマト、コ

リアンダー、チャイブ、オリーブオイルです。ごはんと一緒

に食べます。

★フェジョアーダ★
ブラジルの国民に最も親しまれている料理のひとつで、ア

フリカから伝わったといわれています。フェジョンという黒

インゲン豆に似た豆とベーコンや塩づけの肉、豚の耳などの

肉類を煮込んで作ります。ごはんにかけて食べたり、細かく

きざんで炒めた青菜やマンジョーカというイモからとった粉

を振りかけて食べたりします。

給食では、子供たちになじみのある食

材や味付けに変更して作ります。ブラジ

ルに興味をもつきっかけになれば良いと

思います。

もうすぐ夏休みです。夏休みになると、１日の食生活が

乱れがちです。食事は１日のエネルギーのもとなので、食

事の回数が減ってしまうと、栄養不足になって夏バテしや

すくなってしまいます。朝・昼・夕の食事時間を決めて、

毎日しっかり食べましょう。給食を思い出しながら、『主

食+主菜+副菜』をなるべくそろえたバランスのよい食事

を心がけましょう。

冷たいものの食べすぎや飲みすぎは、胃や腸の働きを悪くしてしま

います。清涼飲料水には、１本に角砂糖４～５個分の糖分が入ってい

るものもあり、とくに炭酸飲料にはたくさんの糖分が含まれ、太りす

ぎの原因になることもあります。また、満腹感で食欲がなくなってし

まうこともあります。夏の水分補給は重要ですが、ふだんは糖分なし

の、水や麦茶を飲みましょう。

給食のない夏は、野菜を食べる量が少なくなって、体の調子を整え

るはたらきをするビタミン類の摂取不足が心配されます。体の抵抗力

を高めるビタミンＡと、暑さのストレスに体が負けないようにするた

めのビタミンＣをしっかりとりましょう。夏野菜では、ピーマンやト

マトなどの色の濃い野菜ほど、ビタミンＡやビタミンＣが豊富です。

水分の補給にも役立ちます。

夏バテとは、夏に起こりやすい『慢性疲

労』のひとつです。とくに汗をたくさんか

くと、水分不足などで体の中にあるミネラ

ルのバランスが崩れ、これが夏バテの症状

を引き起こす原因になります。


