
令和元年度

＜きいろ＞ ＜あか＞ ＜みどり＞ エネルギー

しゅしょく 牛乳 おかず ねつやちからになるもの からだをつくるもの からだのちょうしをととのえるもの (ｷﾛｶﾛﾘｰ）

やきそば けんさんむぎパン　ちゅうかめん ぎゅうにゅう　ぶたにく　 にんじん　たまねぎ　キャベツ

こんさいとナッツのサラダ ピーナッツ　アーモンド かまぼこ　てんぷら もやし　ねぎ　ごぼう

月 けんさんむぎパン マーガリン マヨネーズ　あぶら　マーガリン かつおぶし　ハム きゅうり　れんこん　しいたけ

ししゃものごまフライ こめ　こむぎこ　パンこ ぎゅうにゅう　だいず　しらすぼし にんじん　キャベツ　きゅうり

そくせきづけ あぶら　ごま ししゃも　たまご　とうふ たくあん　たまねぎ

火 いりだいずごはん みそしる あぶらあげ　みそ　わかめ しめじ

ミネストローネ しょくパン　マカロニ ぎゅうにゅう　だいず にんじん　たまねぎ　トマト

ツナサラダ　オレンジ じゃがいも　あぶら　さとう ベーコン　ツナ キャベツ　きゅうり　パセリ

水 しょくパン はちみつ＆マーガリン はちみつ＆マーガリン レモン　オレンジ

こうやどうふのうまに こめ　むぎ　じゃがいも ぎゅうにゅう　とりにく こんにゃく　にんじん　たまねぎ

ばいにくあえ さとう　あぶら こうやどうふ　わかめ いんげん　キャベツ　きゅうり

木 むぎごはん なっとう なっとう しいたけ　うめ

おやこどんぶり こめ　さとう ぎゅうにゅう　とりにく にんじん　たまねぎ

おかかあえ かまぼこ　たまご しいたけ　ねぎ

金 ごはん にまめ かつおぶし　きんときまめ こまつな　もやし

ジャーマンポテトふう しょくパン　りんごジャム ぎゅうにゅう　ぶたにく しょうが　にんじん　キャベツ

にくだんごスープ でんぷん　あぶら　はるさめ とうふ　たまご たまねぎ　しいたけ

月 しょくパン りんごジャム じゃがいも　バター ベーコン ねぎ　パセリ

とりにくとレバーのあげからめ こめ　むぎ　でんぷん ぎゅうにゅう　とりにく しょうが　にんにく

きゅうりとわかめのすのもの あぶら　さとう　 とりレバー　わかめ きゅうり　にんじん

火 むぎごはん はるさめじる ごま　はるさめ かまぼこ　とうふ えのきたけ　ねぎ

うずらたまごのケチャップに こめこパン ぎゅうにゅう　ベーコン にんじん　たまねぎ

チップスサラダ じゃがいも　さとう うずらたまご　ひよこまめ ピーマン　トマト

水 こめこパン チーズ あぶら チーズ キャベツ　きゅうり

さけのつけやき こめ　むぎ ぎゅうにゅう　さけ　 にんじん　いんげん　こんにゃく

きりぼしだいこんのいために でんぷん　あぶら てんぷら　とうふ たまねぎ　きりぼしだいこん

木 むぎごはん とうふのみそしる さとう あぶらあげ　みそ えのきたけ　ねぎ

カレーライス こめ　むぎ　あぶら ぎゅうにゅう にんじん　たまねぎ

ヨーグルトあえ こむぎこ　マーガリン ぶたにく　チーズ トマト　しょうが　にんにく

金 むぎごはん さとう　じゃがいも ヨーグルト バナナ　パイン　もも　みかん

とりにくのソースやき ワンローフしょくパン ぎゅうにゅう　とりにく キャベツ　きゅうり　にんじん

アーモンドサラダ　いちごジャム アーモンド　いちごジャム ベーコン レモン　たまねぎ

月 ワンローフしょくパン こまつなとコーンのスープ さとう　あぶら こまつな　しめじ　コーン

　　　　　　【和食の日】 こめ　さとう ぎゅうにゅう　きびなご にんじん　ごぼう　こんにゃく

きびなごのたつたあげ　ちくぜんに あぶら　でんぷん とりにく　とうふ　 しいたけ　いんげん　たまねぎ

火 ごはん 　　　　　　　　　　きのこのみそしる あぶらあげ　みそ えのきたけ　しめじ　ねぎ

チリコンカン せわりコッペパン ぎゅうにゅう　ぶたにく たまねぎ　にんじん　

ようふうたまごスープ あぶら だいず　ベーコン にんにく　トマト　キャベツ

水 せわりコッペパン ★ たまご

ジャージャンどうふ こめ　むぎ　さとう ぎゅうにゅう　ぶたにく にんじん　キャベツ　しいたけ

ちゅうかはるさめスープ あぶら　ごまあぶら あつあげ　みそ しょうが　ねぎ　たまねぎ

木 むぎごはん びわ でんぷん　はるさめ とりにく きくらげ　ちんげんさい　びわ

【沖縄県の郷土料理】 こめ　さとう ぎゅうにゅう　ぶたにく しょうが　ゴーヤ　きゅうり

ラフテー（ぶたのかくに）　ゴーヤサラダ マヨネーズ ツナ　もずく コーン　にんじん

金 ごはん もずくじる　シークワーサーゼリー ゼリー とうふ　かまぼこ しいたけ　ねぎ

ペンネのクリームソース ミルクコッペパン　ペンネ ぎゅうにゅう　ベーコン たまねぎ　ほうれんそう　しめじ

ハムのマリネ あぶら　こむぎこ　マーガリン チーズ　ハム コーン　にんじん　

月 ミルクコッペパン さとう きゅうり　レモン

あじのこうみやき こめ　むぎ　さとう ぎゅうにゅう　あじ　てんぷら にんにく　にんじん

だいずのいそに ごまあぶら　あぶら だいず　ひじき いんげん　たまねぎ

火 むぎごはん じゃがいものみそしる じゃがいも とうふ　あぶらあげ　みそ えのきたけ　ねぎ

しるビーフン パインパン　ビーフン ぎゅうにゅう　とりにく にんじん　たまねぎ　にら

ちゅうかサラダ さとう　こむぎこ やきぶた きくらげ　きゅうり　もやし

水 パインパン ★ ショーロンポー ごまあぶら　はるさめ ぶたにく キャベツ　たけのこ　しょうが　しいたけ

カレーにくじゃが こめ　むぎ　じゃがいも ぎゅうにゅう　ぎゅうにく　 にんじん　たまねぎ

ちくわとこまつなのあえもの さとう　あぶら だいず　ちくわ えだまめ　こまつな

木 むぎごはん かなぎのつくだに かなぎ もやし

とりのからあげ こめ　でんぷん ぎゅうにゅう　とりにく しょうが　にんにく　きりぼしだいこん

きりぼしだいこんのすのもの あぶら　さとう　 ハム　とうふ にんじん　きゅうり

金 ごはん すましじる ふ かまぼこ もやし　えのきたけ　ねぎ

麦ごはんが７回あります。

材料の都合で献立を変更することがあります。  　　　★のつく日は、みかんジュースがあります。

かまぼこなどの練り製品、ハムなどの肉加工品は卵の入っていない製品を使用しています。
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ひとくちメッセージ

6
639

納豆は、蒸した大豆を納豆菌で発酵
（はっこう）させて作ります。骨の健康
に役立つビタミンKが多く含まれてい
ます。

3
685

明日から１週間は「歯と口の健康週
間」です。かみごたえのある食べ物を
取り入れた献立にしました。

4
616

かみごたえのある大豆、ししゃも、たく
あんを使っています。よくかむと、食べ
物の味がよく分かるのでよりおいしく
食べることができます。

5
580

ひとくち何回かんでいますか？よくか
むとだ液がたくさんでて、むし歯を予
防します。ひとくち２０回以上かみま
しょう。

10
616

「歯と口の健康週間」は今日までで
す。歯は一生使う大切なものです。こ
れからもよく噛んで食べましょう。

7
635

煮豆には、「金時豆」という赤いいんげ
ん豆を使っています。「金時」には「赤
いもの」という意味があります。

14
730

ヨーグルトは、牛乳から作られる乳製
品のひとつです。骨や歯を強くするカ
ルシウムがたっぷり含まれています。

13

11
637

レバーは肝臓のことです。今日はとり
のレバーを使っています。目に良いビ
タミンAや、血をつくる鉄分がたっぷり
含まれています。

583
鮭のつけ焼きは、しょうゆ、砂糖、みり
ん、酒で作るタレに鮭を漬け込んでか
ら、ふっくら焼き上げています。

12
702

うずらたまごは「うずら」という小さな鳥
のたまごです。にわとりのたまごの４
分の１ほどの大きさで、殻には黒っぽ
い模様があります。

26
610

ビーフンは、お米から作られる麺で
す。中国が発祥（はっしょう）で、台湾
や東南アジアへ広まったと言われて
います。

25
596

あじの香味焼きは、さとう、しょうゆ、
ごま油、にんにく、唐辛子で下味をつ
けてから、ふっくら焼いています。

24
681

ペンネは、ペン先の形をしたショート
パスタです。マカロニのように穴があ
いているので、ソースがよくからみま
す。

18
615

きびなごは、体に銀色のもようが入っ
た、長さ８ｃｍほどの魚です。骨がや
わらかいので、丸ごと食べられます。

21
720

28
681

大人気のとりのから揚げは、給食室で
とり肉に下味をつけ、でん粉をまぶし
て油で揚げています。手作りのおいし
さを味わいましょう。

6月23日は沖縄慰霊（いれい）の日で
す。ラフテーは、豚の角煮です。また、
ゴーヤ、もずく、シークワーサーは沖
縄の特産物です。

17
611

ばい菌が活発に働く季節になりまし
た。給食の前にはきれいに手を洗って
いますか。せっけんを使って、しっかり
と洗いましょう。

20
585

岡垣町は、福岡県の中でびわの生産
量が１位です。自然の恵みに感謝し
て、岡垣町の特産物を味わって食べ
ましょう。

19
699

チリコンカンは、ひき肉と玉葱を炒め、
豆やトマト、チリパウダーを入れて煮
込んだアメリカ料理です。パンにはさ
んで食べましょう。

27
652

いつもの肉じゃがを、カレー風味にア
レンジしました。カレー粉には、食欲を
増す効果があります。

   のついたものは、おかがきまち（またはおかがきまちしゅうへん）でつくられたものです。 

おかがき産 
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岡垣町イメージキャラクター びわりん＆びわすけ 


