
令和元年

＜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）

ホイコーロー こめ　むぎ ぎゅうにゅう　ぶたにく キャベツ　にんじん　しろねぎ

ワンタンスープ さとう　あぶら　ごまあぶら みそ　とりにく ピーマン　たけのこ　にんにく

火 むぎごはん ふりかけ ワンタン たまねぎ　きくらげ　もやし　にら

スパゲティミートソース ミルクねじりパン ぎゅうにゅう　ぎゅうにく たまねぎ　にんじん　パセリ

しんたまねぎのマリネ スパゲティ　あぶら ぶたにく きゅうり　レモン

水 ミルクねじりパン さとう ハム

さけのしおやき こめ ぎゅうにゅう　さけ　だいず にんじん　いんげん

だいずのいそに さとう　あぶら てんぷら　ひじき　みそ たまねぎ　キャベツ

木 ごはん キャベツのみそしる あぶらあげ　とうふ　わかめ しめじ

ちくわのおちゃのはあげ こめ　こむぎこ ぎゅうにゅう　ちくわ グリンピース　おちゃのは

きんぴらごぼう あぶら　さとう　ごま ぶたにく　とうふ ごぼう　にんじん　こんにゃく

金 ピースごはん わかたけじる わかめ　かまぼこ いんげん　たけのこ　えのき

ジャージャーめん キャロットパン ぎゅうにゅう　ぶたにく たまねぎ　しいたけ　しょうが

ぎょうざ（２こ） ちゅうかめん　ごまあぶら みそ にんにく　きゅうり　もやし

月 キャロットパン ナムル あぶら　さとう　こむぎこ にんじん

ぶたにくとしんじゃがのにもの こめ　むぎ ぎゅうにゅう　ぶたにく にんじん　たまねぎ

やきししゃも じゃがいも　あぶら ししゃも こんにゃく　いんげん

火 むぎごはん そくせきづけ ごま　さとう しおこんぶ キャベツ　きゅうり

ツナサンド しょくパン　じゃがいも ぎゅうにゅう にんじん　たまねぎ

ミネストローネ マヨネーズ　マカロニ ツナ　チーズ きゅうり　　キャベツ

水 しょくパン２まい スライスチーズ あぶら　さとう ベーコン　だいず トマト　パセリ

チキンカレー こめ　むぎ　じゃがいも ぎゅうにゅう　とりにく にんじん　たまねぎ

ハムサラダ こむぎこ　あぶら　さとう チーズ　ハム しょうが　にんにく

木 むぎごはん マーガリン キャベツ　きゅうり　

【和食の日】 こめ　さとう ぎゅうにゅう　あじ ほうれんそう　もやし

あじのたつたあげ　おかかあえ でんぷん　あぶら あぶらあげ　わかめ にんじん　えのきたけ

金 ごはん 　　　　　　とうふのみそしる とうふ　みそ　かつおぶし

コーンシチュー 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

フルーツ＆ゼリー こむぎこ　バター　あぶら チーズ コーン　パセリ

月 こめこパン ゼリー みかん　パイン　もも

ちゅうかどんぶり こめ　むぎ　でんぷん ぎゅうにゅう　ぶたにく にんじん　たまねぎ

バンバンジーサラダ あぶら　ごまあぶら いか　うずらのたまご キャベツ　たけのこ　しいたけ

火 むぎごはん さとう　ごま かまぼこ　とりにく チンゲンサイ　キャベツ　きゅうり

【世界の料理　スウェーデン】 しょくパン　いちごジャム ぎゅうにゅう　ぎゅうにく たまねぎ　しめじ　パセリ

スウェーデンふうミートボール パンこ　こむぎこ ぶたにく　たまご にんじん　キャベツ

水 しょくパン こふきいも　やさいスープ　いちごジャム あぶら　じゃがいも ベーコン

やきうどん こめ　うどん ぎゅうにゅう　ぶたにく にんじん　たまねぎ

こんさいとナッツのサラダ あぶら　アーモンド かまぼこ　てんぷら キャベツ　もやし　ねぎ

木 わかめごはん マヨネーズ かつおぶし　ハム　わかめ れんこん　ごぼう　きゅうり

さばのみそに こめ　むぎ ぎゅうにゅう　さば にんじん　こんにゃく

きりぼしだいこんのいために さとう　あぶら　 みそ　てんぷら いんげん　しょうが　ねぎ

金 むぎごはん はるさめじる はるさめ かまぼこ　とうふ えのきたけ　きりぼしだいこん

カレードッグ せわりコッペパン ぎゅうにゅう　ぶたにく にんじん　たまねぎ

（キーマカレー　ウインナ－） こむぎこ　あぶら チーズ　ウインナー しょうが　にんにく　レーズン

月 せわりコッペパン こまつなとコーンのスープ とりにく こまつな　しめじ　コーン

マーボーどうふ こめ　むぎ　さとう ぎゅうにゅう　ぎゅうにく しろねぎ　しいたけ

ちゅうかあえ ごまあぶら　でんぷん ぶたにく　みそ　とうふ しょうが　にんにく

火 むぎごはん あぶら　　はるさめ やきぶた きゅうり　もやし　にんじん

ホキのピザソースやき しょくパン　マーガリン ぎゅうにゅう　ホキ たまねぎ　ピーマン

あまなつのサラダ あぶら　さとう チーズ　ベーコン あまなつかん　キャベツ

水 しょくパン ジャーマンスープ　マーガリン じゃがいも きゅうり　にんじん　パセリ

やきとりふうに こめ　むぎ ぎゅうにゅう　とりにく いんげん　きゅうり

すのもの さとう　でんぷん　ごま ちくわ　とうふ にんじん　たまねぎ

木 むぎごはん じゃがいものみそしる じゃがいも わかめ　みそ しめじ　ねぎ

ホワイトソースかけ こめ　バター ぎゅうにゅう　とりにく たまねぎ　にんじん　しめじ

コーンサラダ こむぎこ ベーコン　チーズ エリンギ　パセリ　キャベツ

金 バターライス みかんゼリー あぶら　さとう　ゼリー きゅうり　コーン　みかん

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。

５がつの給食こんだて予定表
＜めあて＞　マナーをまもって ぎょうぎよく たべよう

戸　切　小　学　校

日
こんだてめい

ひとくちメッセージ

7
581

５月２日は夏も近づく「八十八
夜」、６日は夏の始まり「立夏」でし
た。初夏を元気に過ごすため給食
をもりもり食べましょう。

8
644

たまねぎは1年中食べられる野菜
ですが、春に採れたものは、白く
てあまくて、この時期ならではのみ
ずみずしさがあります。

9
609

キャベツには胃の働きを整えるビ
タミンUや、けがをしたとき血を止
める働きをするビタミンKなどの栄
養があります。

10
617

今日のグリーンピースは、２年生
がさやむきをしてくれました。感謝
の気持ちで残さず食べましょう。

13
749

ジャージャー麺は、中国から伝
わった汁のない麺料理です。甘辛
い肉味噌を茹でた麺と混ぜて食べ
ます。

14
606

じゃがいもは年中流通しています
が、春が旬の新じゃがいもは風味
が豊かでやわらかいのが特徴で
す。

15
639

ツナ（Tuna)とは、マグロやカツオ
などの魚のことです。給食では太
平洋でとれたマグロの水煮を使っ
ています。

16
663

カレーに使われているにんにく
は、体を強くする薬として、昔、エ
ジプトのピラミッドをつくる労働者も
たくさん食べていました。

17
615

食べるときの「よい姿勢」とは、お
いしく食べよう！という心の準備で
す。背筋を伸ばして座ったら、さ
あ、しっかり食べましょう。

20
646

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。

21
580

棒棒鶏（バンバンジー）は、もとは
中国の四川（しせん）料理でとても
辛いのですが、日本ではごまだれ
で食べます。

22
712

スウェーデンは、日本人が初めて
オリンピックに参加した国です。
ミートボールにはじゃがいもとジャ
ムを添えて食べます。

23
618

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。

24
669

一汁二菜の献立は健康的な和食
の組み合わせです。魚の骨に気を
つけて食べましょう。

27
644

今日は自分でカレードッグを作り
ます。パンにキーマカレーとウイン
ナーをはさんだら、こぼさないよう
に食べましょう。

28
646

ねぎは「薬味（やくみ）」として古く
から食べられている野菜です。病
気を防ぐビタミンCや葉酸、セレン
などが含まれます。

31
683

バターライスに、ホワイトソースを
かけて食べましょう。バターライス
には、カレー粉も入っているので
香ばしい香りがします。

29
613

白身魚のホキに、玉ねぎ・ピーマ
ン・ピザソース・チーズﾞをのせて焼
いています。魚が苦手な人も食べ
やすいですよ。

30
633

鶏肉とちくわを炒めて、砂糖じょう
ゆをからめて、焼き鳥風の味にし
ました。ご飯がすすむおかずで
す。

おかがき産 

     のついたものは、岡垣町（または岡垣町周辺）でつくられたものです。 

岡垣町イメージキャラクター びわりん＆びわすけ 
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CAN YOU COMPLETE？ 
きちんとできているかな？ 

後片付け、きちんと

できているかな？ 

配ぜん、きちんとで

きているかな？ 


