
令和４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）

ちくわのいそべあげ こめ　むぎ ぎゅうにゅう　ちくわ にんじん　もやし

はるキャベツのおかかあえ こむぎこ　さとう かつおぶし　とうふ 　わかめ キャベツ　しめじ　たまねぎ

金 むぎごはん じゃがいものみそしる じゃがいも　あぶら あぶらあげ　みそ　あおのり

いためビーフン クレセントロールパン ぎゅうにゅう ねぎ　にんじん　もやし

ショウロンポウ ビーフン　ごまあぶら　こむぎこ かまぼこ　ぶたにく たまねぎ　キャベツ　チンゲンサイ

月 クレセントロールパン オレンジ でんぷん　はるさめ　あぶら　 とりにく きくらげ　オレンジ

火

セルフサンド しょくパン　じゃがいも ぎゅうにゅう　ハム にんじん　パセリ　トマト

（ポテトやさいサラダ・チーズ） さとう　マカロニ ベーコン　だいず コーン　キャベツ　たまねぎ

水 しょくパン ミネストローネ マヨネーズ　あぶら チーズ

やきししゃも こめ　さとう ぎゅうにゅう　とりにく にんじん　アスパラガス

はるやさいのごまだれあえ ごま　　ふ とうふ　あぶらあげ　ハム たけのこ　えだまめ　しいたけ

木 たけのこごはん すましじる ししゃも　かまぼこ　わかめ えのきだけ　キャベツ　きゅうり

カレーライス こめ　むぎ　さとう ぎゅうにゅう にんじん　にんにく　しょうが

チップスサラダ こむぎこ　じゃがいも ぶたにく たまねぎ　キャベツ

金 むぎごはん あぶら　バター チーズ トマト　きゅうり

にくだんごスープ ミルクどうぶつパン　はるさめ ぎゅうにゅう にんじん　ねぎ　

ジャーマンポテト でんぷん　じゃがいも ぶたにく　とうふ キャベツ　しょうが

月 ミルクどうぶつパン バター ベーコン　 たまねぎ　しいたけ　パセリ

【和食の日】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 にんじん　キャベツ

そくせきづけ じゃがいも　あぶら とうふ　あぶらあげ たくあん　たまねぎ

火 ごはん たまねぎのみそしる ごま　　 みそ　 えのきだけ　きゅうり

ポークビーンズ けんさんむぎパン　さとう ぎゅうにゅう たまねぎ　にんじん

ヨーグルトあえ いちごジャム　マーガリン ぶたにく　だいず バナナ　みかん

水 けんさんむぎパン いちご＆マーガリン じゃがいも　あぶら ヨーグルト パイン　もも

かしわうどん こめ ぎゅうにゅう だいこんば きょうな　ひろしまな

コールスローサラダ うどん　さとう とりにく　ハム にんじん　パプリカ　コーン

木 なのはなごはん マヨネーズ たまねぎ　キャベツ ねぎ

はるやさいのうまに こめ　　むぎ ぎゅうにゅう ほうれんそう　にんじん

アーモンドあえ じゃがいも　あぶら とりにく　てんぷら ごぼう　たけのこ　ふき

金 むぎごはん ふりかけ さとう　アーモンド あつあげ たまねぎ　もやし　キャベツ

クリームシチュー ねじりパン　じゃがいも ぎゅうにゅう　ハム にんじん　たまねぎ

ハムサラダ こむぎこ　さとう とりにく　しろいんげん キャベツ　レモン

月 ねじりパン あぶら　バター チーズ きゅうり　パセリ

とりにくとごぼうのあげからめ こめ　　むぎ ぎゅうにゅう　とりにく ごぼう　にんじん　ねぎ

きりぼしだいこんのあえもの さとう　でんぷん かまぼこ　とうふ しょうが　もやし　きゅうり

火 むぎごはん はるさめじる はるさめ　あぶら ツナ きりぼしだいこん　えのきだけ

スパゲティナポリタン こくとうパン ぎゅうにゅう たまねぎ　にんじん

コーンサラダ スパゲティ　さとう ベーコン ピーマン　コーン　トマト

水 こくとうパン あぶら チーズ キャベツ　きゅうり　レモン

木

※材料の都合で献立を変更することがあります。

４がつの給食こんだて予定表

22
639

今日の煮物には、「筍（たけのこ）」
や「ふき」など、春が旬（しゅん）の
食べ物を使っています。

18
602

肉団子は、給食室の調理員さんが
一つ一つ丸めて作っています。豆
腐も入っているのでやわらかくて
おいしいですね。

21
606

今日のご飯は、コーンの黄色と青
菜の緑色で菜の花畑をイメージし
た「菜の花ご飯」です。

628

給食では多くの食材を使います。
食べ物にはどれも大切な栄養素が
あるので、嫌いと決めつけず、一口
からチャレンジしましょう。

28
岡垣町の小学校では学期に１回弁
当の日があります。チャレンジコー
スを選んで、できることに取り組んで
みましょう。

27
618

１年生のみなさんも、少しずつ給食
の準備や片付けが上手になってき
ましたね。この調子でがんばってく
ださい。
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　内　浦　小　学　校（２～６年）

25
638

シチューのホワイトルウも、給食室
で作っています。大量のルウをき
れいに仕上げるのは、調理員さん
のプロの技ですね。

20

19
614

毎月１回「和食の日」として「一汁二
菜」の献立を紹介しています。和食
の良さを知って、おいしく味わいま
しょう。

12

14
585

筍（たけのこ）を使った、春の香り
のする味ご飯です。給食でも、季節
を感じてほしいと思います。

内浦小学校のカレーは、ルウから
手作りする特製のカレーです。１年
生のみなさんも、今日から給食で
す。一緒に味わいましょう。
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687
ポークビーンズは、アメリカの家庭
料理です。豆と豚肉、野菜がしっか
り入って栄養たっぷりです。

13
654

自分でサンドイッチを作って食べる
セルフサンドです。清潔な手で作り
ましょう。

11
626

ビーフンは、米から作った「めん」
です。スープに入れたり、今日のよ
うに肉や野菜と炒めて食べたりし
ます。

8
623

今日から新学期の給食が始まりま
した。気持ちも新たに、手洗い・黙
食・換気を心がけましょう。

15
662

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。

岡垣町イメージキャラクター びわりん＆びわすけ

おかがき産

☆献立表の活用法☆

①メニューや食材をチェック！
その日の献立をチェックし、給食に出ていないメニューや食材

を朝食・夕食で選ぶと、栄養バランスがとりやすくなります。

②会話の糸口に！

「きょう、給食で何食べた？」
その日の給食について、尋ねてみてください。

会話の中で、食べ物への関心を持たせたり、嫌いなものが

減るように応援しましょう。

食事のあいさつを

しましょう

朝ご飯をしっかり

食べましょう

食事の前は

しっかり

手洗い！

給食当番は

安全にも

気をつけて！

〈お知らせ〉今年度から、ストローでも

ストローなしでも飲めるタイプの牛乳

パックになりました。


