
平成28年

● アレルギー表示について

たのしい夏休みが、スタートしますね。

たのしい夏休みも夏バテや熱中症などで体調を崩してしまってはもったいないですよね。

夏バテを防ぐには、バランスのよい食事で栄養をしっかりとって、夜更かしをせず体をよく休めすことが大切です。

暑い夏を乗り切るために、夏バテを防ぐ食生活のポイントをまとめてみました。

キーワードは【夏ばて防止】です。
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により大切！朝ごはん。

朝ごはんは、1日の大切なエネルギー源です。

夏バテしないためにも、早起きして、しっかり食べましょう。

めたいもののとりすぎ注意！

暑いからと、冷たいものばかり食べたり、飲んだりしていると、

お腹をこわして食欲が無くなってしまいます。

らんす（バランス）のよい食事を！

暑くて、食欲がないと、ついついのどごしのよいめん類などに食事が偏りがちになります。

肉・魚・卵・大豆製品などのたんぱく質を多くふくむ食品やビタミンたっぷりの野菜。

果物などを意識してとるようにしましょう。

つぶん（鉄分）不足に気をつけて！

偏った食事をしていたり、大量に汗をかいたりすると、体の中の鉄分が不足し、

貧血になることがあります。レバーや牛肉、あさり、ひじきなどの鉄分を多く含む

食品をとり入れましょう。

うし（帽子）と水分を忘れずに！

外に出かけるときには、熱中症にならないために、帽子をかぶり、

お茶や水などの水分を忘れずに持っていきましょう。

こまめな水分補給が大切です。

のつく食べ物で夏バテ解消！

昔から日本では、暑さを乗り切るために土用の丑の日にウナギを食べて栄養をつける習慣があります。

ウナギのには、たんぱく質、ビタミンA、ビタミンB類を豊富に含むので夏バテ解消にもってこいのスタミナ食材です。

他にも、梅干しやウリ類、うどんなどを食べる風習もあります。

ょくよく（食欲）増進の工夫を！

食欲がないときには、食欲を増進してくれる食材を上手に取り入れましょう。

にんにく、にら、ネギなどの香り成分“アリシン”や梅干し、レモンなどに含まれる“クエン酸”には

食欲増進効果があります。また、香辛料は胃腸を刺激して、食欲を増してくれます。ただし、胃腸に負担が

かかるので、食べすぎには気をつけましょう。
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献　立　名

冷やし中華

中華スープ

もずく入り春巻き

パイン

牛乳

一食当たりの栄養価 エネルギー 604 Kcal たんぱく質 22.8 ｇ 脂　質 21.3 ｇ 炭水化物 80.3 ｇ

一食当たりの栄養価 エネルギー 711 Kcal たんぱく質 26.1 ｇ 脂　質 25.5 ｇ 炭水化物 94.3 ｇ

麦ごはん

シーフードカレー

冬瓜ポンチ

牛乳

一食当たりの栄養価 エネルギー 700 Kcal たんぱく質 36.3 ｇ 脂　質 15.7 ｇ 炭水化物 103.4 ｇ

一食当たりの栄養価 エネルギー 877 Kcal たんぱく質 43.3 ｇ 脂　質 17.5 ｇ 炭水化物 136.6 ｇ

麦ごはん

じゃがいものみそ汁

さばの照り焼き

白和え

牛乳

一食当たりの栄養価 エネルギー 613 Kcal たんぱく質 26.7 ｇ 脂　質 18.4 ｇ 炭水化物 85.2 ｇ

一食当たりの栄養価 エネルギー 770 Kcal たんぱく質 31.9 ｇ 脂　質 20.8 ｇ 炭水化物 113.8 ｇ

黒米粉パン

野菜とチキンのトマト煮

ビーンズサラダ

グレープフルーツ

牛乳

一食当たりの栄養価 エネルギー 569 Kcal たんぱく質 23.3 ｇ 脂　質 22.4 ｇ 炭水化物 68.6 ｇ

一食当たりの栄養価 エネルギー 622 Kcal たんぱく質 26.9 ｇ 脂　質 25.7 ｇ 炭水化物 70.8 ｇ

くーふぁじゅうしい

冬瓜のすり流し汁

きびなごのから揚げ

カラフルもずく酢

牛乳

一食当たりの栄養価 エネルギー 656 Kcal たんぱく質 21.4 ｇ 脂　質 21.4 ｇ 炭水化物 94.5 ｇ

一食当たりの栄養価 エネルギー 719 Kcal たんぱく質 24.4 ｇ 脂　質 24.4 ｇ 炭水化物 100.5 ｇ

26
(金)

29
(月)

精白米　ペン麦

みそ（大豆） じゃがいも 人参　小松菜 花かつお

人参　ほうれん草 しょうゆ（大豆・小麦）　ぬちまーす

牛乳

木綿豆腐（大豆）　ひじき

精白米　ペン麦

イカ　エビ　あさり じゃがいも
玉ねぎ　人参　にんにく　いん
げん　トマトホール缶

○毎日の献立には、(株)ぬちまーすより寄贈されたぬちまーすを使用しています。

○給食費は、期限内に納めましょう。

○材料その他、都合により献立を変更することがあります。

赤の食品
体の組織をつくる
たんぱく質・無機質

黄の食品
エネルギーとなる
炭水化物・脂質

緑の食品
体の調子を整える

ビタミン類
その他調味料等

30
(火)

黒米粉パン（小麦・乳・大
豆）

鶏肉　白いんげん
じゃがいも　マーガリン
（乳・大豆・豚肉）　サラダ
油　小麦粉　三温糖

玉ねぎ　人参　しめじ　ブロッ
コリー

トマトケチャップ　ぬちまーす　こしょう　鶏ガ
ラ

でん粉　はるさめ 人参　長ねぎ
ぬちまーす　こしょう　豆板醤　しょうゆ（大豆・小
麦）　鶏ガラ

さば 三温糖 生姜 しょうゆ（大豆・小麦）みりん

マヨネーズ（卵・大豆・りんご）
ごま油

チャツネ　カレールウ（小麦・大豆・鶏肉・牛
肉）　トマトケチャップ　ウスターソース（大
豆・りんご）　花かつお

牛乳

グラニュー糖
冬瓜　みかん缶　黄桃缶　パイ
ン缶　チェリー缶
シークワーサー果汁

31
(水)

人参　冬瓜 花かつお　しょうゆ（大豆・小麦）　ぬちまーす

きびなご
小麦粉　でん粉
サラダ油（大豆）

ぬちまーす　カレー粉

もずく（エビ・カニ） 三温糖 きゅうり　大根　人参　生姜
特濃酢（小麦・大豆）　しょうゆ（大豆・小麦）
花かつお

かまぼこ　豚バラ
精白米　ペン麦
サラダ油（大豆）

人参　ごぼう　ニラ　しいたけ
しょうゆ（大豆・小麦）　みりん　料理酒
ぬちまーす　花かつお

鶏肉　たまご

25
(木)

紅麹ハム（鶏・豚・大豆）
錦糸卵

中華めん（小麦・大豆）
サラダ油（大豆）ごま油
三温糖

もやし　きゅうり　人参
シークワーサー果汁

花かつお　しょうゆ（大豆・小麦）
みつかん酢（小麦・大豆）

牛肉　豚肉　鶏レバー
もずく（エビ・カニ）

春巻きの皮　ごま油　三温糖
サラダ油（大豆）でん粉

しいたけ　人参　竹の子　玉ね
ぎ　生姜

しょうゆ（大豆・小麦）ぬちまーす　こしょう
料理酒　ウスターソース（大豆・りんご）

牛乳

木綿豆腐（大豆）　たまご

パイン

牛乳

でん粉

ひよこ豆　あお豆　クッキン
グチーズ（乳）

アーモンドダイス キャベツ　きゅうり フレンチドレッシング

グレープフルーツ

牛乳

★表示義務食品・表示推奨食品あわせて、以下の２７品目を表示しています。
卵・乳・小麦・えび・かに・ピーナッツ・そば・あわび・いか・いくら・オレンジ・

くるみ・さば・さけ・キウイ・牛肉・豚肉・鶏肉・大豆・まつたけ・もも・やまいも・

りんご・ゼラチン・バナナ・ごま・カシューナッツ

※もずく・アーサ・しらすは、収穫の際えび・かに混入の可能性があるためアレルギー表示対象としています。

★食品を生産する際に、原材料として使用していないにもかかわらず、同じ製造ライン又は同じ製造工場内で

生産されている別の製品のアレルギー物質が微量混入してしまうことがあります。

これらについては記載しておりません。詳細については給食センターまでお問い合わせください。

うるま市立津堅学校調理場 TEL 978-2141 FAX 978-1005

● アレルギー表示について


