
令和２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）

コーンシチュー こくとうしょくパン　 ぎゅうにゅう　とりにく にんじん　たまねぎ　

ハムサラダ じゃがいも　こむぎこ チーズ　ハム コーン　パセリ　

月 こくとうしょくパン バター　あぶら キャベツ　きゅうり

こうやどうふのうまに こめ　むぎ ぎゅうにゅう　とりにく にんじん　たまねぎ　しいたけ

ほうれんそうのごまあえ じゃがいも　さとう こうやどうふ いんげん　こんにゃく

火 むぎごはん ふりかけ あぶら　ごま ほうれんそう　もやし

やきそば ミルクロールパン ぎゅうにゅう　ぶたにく にんじん　たまねぎ

ぎょうざ（２こ） ちゅうかめん　あぶら かまぼこ　てんぷら キャベツ　もやし

水 ミルクロールパン おいわいデザート こむぎこ　おいわいデザート かつおぶし　 しいたけ　ねぎ

カレーライス こめ　むぎ　じゃがいも ぎゅうにゅう　ぶたにく にんじん　たまねぎ

フルーツ＆ゼリー こむぎこ　マーガリン チーズ しょうが　にんにく　トマト

木 むぎごはん あぶら　ゼリー みかん　パイン　もも

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

じゃがいものみそしる あぶら　さとう　 とりレバー　 たまねぎ　しめじ

金 ゆかりごはん じゃがいも とうふ　みそ ねぎ

ペンネのクリームソース ミルクねじりパン　あぶら ぎゅうにゅう　ベーコン たまねぎ　ほうれんそう

ツナサラダ ペンネマカロニ　こむぎこ チーズ　ツナ しめじ　コーン　にんじん

月 ミルクねじりパン バター　さとう　 キャベツ　きゅうり　レモン

とりだんごじる こめ　むぎ　でんぷん ぎゅうにゅう　とりにく しょうが　キャベツ

だいずのいそに マロニー　さとう たまご　とうふ　てんぷら ねぎ　にんじん

火 むぎごはん あぶら だいず　ひじき えのきたけ　いんげん

うずらたまごのケチャップに けんさんむぎしょくパン ぎゅうにゅう　ひよこまめ にんじん　たまねぎ

コーンサラダ ココアクリーム うずらたまご　ベーコン ピーマン　トマト　キャベツ

水 けんさんむぎしょくパン ココアクリーム じゃがいも　さとう　あぶら きゅうり　コーン　レモン

あじのなんばんづけ こめ　でんぷん ぎゅうにゅう　あじ にんじん　たまねぎ

きのこのみそしる こむぎこ　あぶら とうふ　あぶらあげ ピーマン　しめじ

木 ごはん さとう みそ えのき　ねぎ

ぶたにくとじゃがいものにもの こめ　むぎ ぎゅうにゅう　ぶたにく にんじん　たまねぎ

わふうサラダ じゃがいも　さとう とりにく　わかめ こんにゃく　えだまめ

金 むぎごはん かなぎのつくだに あぶら かなぎ キャベツ　きゅうり

しるビーフン ワンローフしょくパン　ビーフン ぎゅうにゅう　とりにく にんじん　たまねぎ

ちゅうかサラダ ごまあぶら　さとう　あぶら やきぶた　 きくらげ　にら　とうみょう

月 ワンローフしょくパン いちごジャム ごま　いちごジャム きゅうり　もやし

【まごわやさしいこんだて】 こめ　さとう　でんぷん ぎゅうにゅう　きびなご こまつな　もやし　キャベツ

きびなごのたつたあげ　けんちんじる あぶら　じゃがいも かつおぶし　とりにく にんじん　ごぼう　ねぎ

火 ごはん こまつなのおひたし　ふりかけ ごま とうふ　ひじき こんにゃく　しいたけ

ポークビーンズ こめこパン　じゃがいも ぎゅうにゅう　ぶたにく にんじん　たまねぎ

ヨーグルトあえ あぶら　さとう　 だいず　ヨーグルト みかん　パイン　もも

水 こめこパン バナナ

デジカルビ こめ　むぎ　あぶら ぎゅうにゅう　ぶたにく キャベツ　たまねぎ

にらたまスープ さとう　ごまあぶら　 とりにく　たまご ピーマン　にんじん　にんにく

木 むぎごはん でんぷん　ごま みそ もやし　しいたけ　にら

　　　　　　【和食の日】 こめ　さとう　ごま ぎゅうにゅう　さば ごぼう　にんじん

さばのしおやき　きんぴらごぼう あぶら ぶたにく　あぶらあげ いんげん　こんにゃく

金 ごはん 　　　　　　　　キャベツのみそしる とうふ　わかめ　みそ たまねぎ　キャベツ

しろいんげんのポタージュ しょくパン　はちみつ ぎゅうにゅう　ベーコン にんじん　たまねぎ

カラフルソテー マーガリン　じゃがいも しろいんげんまめ コーン　パセリ　

月 しょくパン はちみつ＆マーガリン バター　あぶら ウインナー キャベツ　パプリカ　ピーマン

ラフテー こめ　さとう ぎゅうにゅう　ぶたにく ゴーヤ　きゅうり　しょうが

ゴーヤサラダ マヨネーズ ツナ　もずく　とうふ にんじん　コーン

火 ごはん もずくじる　パインゼリー ゼリー かまぼこ えのきたけ　ねぎ

とりのてりやき かしわがたパン ぎゅうにゅう　とりにく キャベツ　にんじん

ボイルやさい さとう　でんぷん ベーコン　だいず たまねぎ　パセリ

水 かしわがたミルクパン ミネストローネ マカロニ　じゃがいも トマト

あかうおのからあげ こめ　でんぷん ぎゅうにゅう　あかうお きりぼしだいこん　にんじん

きりぼしだいこんのいために こむぎこ　あぶら てんぷら　あぶらあげ こんにゃく　えのきたけ

木 ごはん たまねぎのみそしる さとう とうふ　わかめ　みそ いんげん　たまねぎ　

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　はるさめ あつあげ　みそ しょうが　きくらげ　たまねぎ

金 むぎごはん ごまあぶら　でんぷん とりにく チンゲンサイ

やきうどん パインパン ぎゅうにゅう　ぶたにく にんじん　たまねぎ

ごぼうのサラダ うどん　あぶら てんぷら　かまぼこ キャベツ　もやし　ねぎ

月 パインパン みかんジュース ごま　マヨネーズ かつおぶし　ツナ ごぼう　きゅうり　みかんジュース

ウインナー こめ　バター ぎゅうにゅう　とりにく にんじん　ごぼう　いんげん

アーモンドサラダ アーモンド　あぶら ウインナー　ベーコン キャベツ　きゅうり　レモン

火 とりごぼうピラフ こまつなとコーンのスープ さとう こまつな　しめじ　たまねぎ　コーン

※エネルギーは３～４年生のものです。

※材料の都合で献立を変更することがあります。  

※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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4
675

岡垣町の給食のカレーは小麦粉を
いってルウから手作りしています。味
に工夫をこらした、ちょっぴり辛いオリ
ジナルカレーです。

1
562

給食の前に、しっかり手を洗いました
か。今日は新しい学年で初めて食べ
る給食です。仲良く楽しい給食時間を
過ごしてくださいね。

2
599

よくかんで食べると、だ液がたくさん
でて、むし歯を予防します。また、食
べ物の味がよくわかるので、おいしく
食べることができます。

3
582

今日から1年生の給食が始まります。
1年生の皆さん、初めて食べる給食
はおいしいですか。お友だちと一緒
に、静かに食べてくださいね。

8
657

給食のサラダで使う野菜は、水を流
しながら３回洗って、蒸気で蒸してい
ます。また、ドレッシングは給食室の
手作りです。

5
633

レバーは肝臓（かんぞう）のことです。
今日は鶏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。

12
609

かなぎは、イカナゴなどの小魚のこと
です。カルシウムたっぷりのかなぎを
食べて、じょうぶな骨や歯をつくりま
しょう。

11

9
596

鶏団子汁の鶏団子は、鶏のひき肉に
豆腐やしょうがを加えて、つみ入れて
つくります。ふんわりした団子を味
わってください。

605

よくかんで食べると、むし歯を防いだ
り、消化を助けたりします。歯ごたえ
のあるものをしっかりかんで、かむ力
をきたえましょう。

10
656

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、からには、
まだらのもようがあります。

24
640

ミネストローネには、トマトを煮て裏ご
して煮詰めた、トマトピューレを使って
います。うま味たっぷりなトマトのスー
プを味わってください。

23
762

ゴーヤは、ニガウリ、ツルレイシとも
いう野菜です。独特な苦みがあります
が、茹でているので、食べやすいです
よ。

22
629

カラフルソテーに使われているパプリ
カは、ピーマンの仲間です。苦みがな
く、ほんのり甘い味で、赤や黄色な
ど、カラフルな色があります。

16
604

ま（豆・豆製品）ご（ごま）わ（海そう）
や（野菜）さ（魚）し（きのこ類）い（い
も）を取り入れた献立を食べると健康
によいと言われています。

19
678

30
686

スポーツをすると汗をかく量が多くな
ります。汗と一緒に鉄分やカルシウム
も流れ出てしまうので、しっかり食事
で補いましょう。

毎月１９日は食育の日です。給食で
は、１９日前後に、岡垣町でとれたお
米を使ったご飯の和食献立を実施し
ています。

15
566

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。

18
594

韓国の言葉で、デジは豚、カルビは
あばら肉のことです。給食では野菜も
一緒に、味噌やコチジャンで甘辛く炒
めています。

17
619

米粉パンには、国産の米粉と小麦粉
「ミナミノカオリ」が使われています。
もっちりしていて、よくかむと甘みが出
てきます。

29
658

ごぼうにはお腹の掃除をする食物繊
維のほか、、血圧を調節するカリウ
ム、骨や歯の材料のマグネシウムな
どが豊富です。

25
629

一汁二菜の献立は健康的な和食の
組み合わせです。ご飯茶碗を持っ
て、ご飯とおかずを交互に食べましょ
う。

26
597

ジャージャン豆腐に使われている厚
揚げは、豆腐を油で揚げたもので
す。中がまだ豆腐なので、煮物にした
時によく味がしみ込みます。

のついたものは、学校農園、岡垣町（または岡垣町周辺）でつくられたものです。

おかがき産


