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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 おもにエネルギーの
もとになる食品

おもに体をつくる
もとになる食品

おもに体の調子を整える
もとになる食品

(ｷﾛｶﾛﾘｰ）

月
にくうどん こめ　うどん ぎゅうにゅう　わかめ たまねぎ　ねぎ

こんさいとナッツのサラダ さとう　アーモンド ぎゅうにく　ハム れんこん　ごぼう

火 わかめごはん マヨネーズ にんじん　きゅうり

にくだんごスープ こめこパン　でんぷん ぎゅうにゅう　ぶたにく しょうが　キャベツ　

ジャーマンポテト はるさめ　じゃがいも とうふ（たまご）　ベーコン にんじん　たまねぎ

水 こめこパン かたぬきチーズ バター　あぶら チーズ ねぎ　パセリ

きびなごのたつたあげ こめ　むぎ　でんぷん ぎゅうにゅう　きびなご にんじん　いんげん

ひじきとだいずのにもの さとう　あぶら てんぷら　だいず　ひじき なす　たまねぎ　ねぎ

木 むぎごはん なすのみそしる とうふ　あぶらあげ　みそ

ぶたにくとじゃがいものにもの こめ　むぎ　じゃがいも ぎゅうにゅう　ぶたにく いんげん　こんにゃく

わふうサラダ さとう　あぶら ツナ　わかめ キャベツ　きゅうり

金 むぎごはん ふりかけ にんじん　たまねぎ

月
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

そくせきづけ あぶら　さとう とりレバー　かまぼこ キャベツ　きゅうり　にんじん

火 むぎごはん かきたまじる とうふ　たまご たくあん　えのきたけ　ねぎ

ペンネのクリームソース パインパン　バター（マーガリン） 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　キャベツ

水 パインパン ぶどうゼリー あぶら　さとう　ぶどうゼリー きゅうり　にんじん　レモン

なすのマーボーどうふ こめ　むぎ　でんぷん ぎゅうにゅう　とうふ なす　ねぎ　しいたけ

バンバンジーサラダ ごまあぶら　あぶら ぎゅうにく　ぶたにく しょうが　にんにく

木 むぎごはん さとう　ごま みそ　とりにく キャベツ　きゅうり

【世界の料理　スペイン】 こめ　オリーブオイル ぎゅうにゅう　とりにく パプリカ　ピーマン　たまねぎ

さけのエスカベッシュ でんぷん　あぶら さけ　ベーコン にんじん　にんにく　ねぎ

金 チキンパエリア ポールサルダ じゃがいも　さとう パセリ　レモン

とりにくのバーベキューソース しょくパン　あぶら ぎゅうにゅう　とりにく たまねぎ　にんにく

ポトフ じゃがいも　はちみつ ウインナー にんじん　キャベツ

月 しょくパン はちみつ＆マーガリン マーガリン　さとう

【和食の日】 こめ　さとう　さといも ぎゅうにゅう　さば　みそ しょうが　ほうれんそう　もやし

さばのみそに　だぶじる でんぷん　ふ かつおぶし　あつあげ にんじん　だいこん　れんこん

火 ごはん ほうれんそうのおひたし とりにく　チーズ しいたけ　こんにゃく　ねぎ

ジャージャーめん こくとうパン　ちゅうかめん ぎゅうにゅう　ぶたにく たまねぎ　しいたけ

ちゅうかあえ さとう　あぶら みそ　ハム しょうが　にんにく　にんじん

水 こくとうパン りんご ごまあぶら きゅうり　もやし　りんご

きのこカレー 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　しめじ

フルーツヨーグルト あぶら　こむぎこ チーズ　ヨーグルト エリンギ　にんにく　しょうが

木 むぎごはん バター（マーガリン）さとう バナナ　みかん　パイン　もも

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　はくさい　ねぎ

きんぴらごぼう マロニー　さとう とうふ　ぶたにく にんじん　みずな　ごぼう

金 むぎごはん ごま　あぶら （たまご） こんにゃく　いんげん

ミネストローネ コッペパン　あぶら ぎゅうにゅう　きなこ にんじん　たまねぎ

チーズサラダ さとう　じゃがいも ベーコン　しろいんげん キャベツ　パセリ

月 あげパン とりにく　チーズ トマト　きゅうり

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

にまめ かまぼこ　たまご しいたけ　ねぎ

火 ごはん こんぶあえ きんときまめ　こんぶ キャベツ　きゅうり

ホットドッグ せわりコッペパン　さとう ぎゅうにゅう　ウインナー キャベツ　にんじん

（ウインナー　せんキャベツ） じゃがいも　こめこ とりにく　しろいんげん たまねぎ　えだまめ

水 せわりコッペパン こめこのとうにゅうスープ バター（マーガリン） とうにゅう

さんまのみぞれに こめ　くり ぎゅうにゅう　とりにく にんじん　しいたけ　えだまめ

かぼすあえ さとう　ごま さんま　わかめ だいこん　キャベツ　きゅうり

木 あきのかおりごはん すましじる とうふ　かまぼこ かぼす　えのきたけ　かいわれ

ぶたにくのしょうがいため こめ　むぎ　さとう ぎゅうにゅう　ぶたにく しょうが　キャベツ　たまねぎ　ねぎ

さつまじる あぶら　さつまいも とりにく　とうふ にんじん　ピーマン　パプリカ

金 むぎごはん のりのつくだに みそ　のり だいこん　はくさい　こんにゃく　ごぼう

かぼちゃのシチュー ライむぎパン　こむぎこ ぎゅうにゅう　とりにく かぼちゃ　にんじん　

きゅうりとまめのサラダ バター（マーガリン）あぶら チーズ　ひよこまめ たまねぎ　きゅうり　コーン

月 ライむぎパン ブルーベリージャム さとう　ブルーベリージャム ハム

※材料の都合で献立を変更することがあります。
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かぼちゃに多く含まれるビタミンEは、血
液の流れをよくするので、からだが温
まって肩こりがやわらいだりします。しみ
やしわを防ぐ働きもあります。

スポーツの日

日
こんだてめい

ひとくちメッセージ
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私たちの体は、秋から冬にかけて、寒さ
に備えて、体に栄養を蓄えようとします。
そのためにも、好き嫌いしないで、なんで
もしっかり食べましょう。
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給食の牛乳パックは、回収業者によって
リサイクルされています。最後まできちん
と飲みきって返すことで、牛乳パックを洗
う水を減らすことができます。
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豚肉にはビタミンB1が多く含まれていま
す。熱や力のもとになるじゃがいもやパ
ンと一緒に食べると、エネルギーができ
て、元気がよみがえってきますよ。
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＜めあて＞
　　岡　垣　町　小　学　校
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バーベキューソースに入っているにんに
くの主な栄養はビタミンＢ１です。エネル
ギーを作り出すときに必要な栄養素で、
疲労の回復にも役立ちます。
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レバーに多く含まれるビタミンAは、不足
すると暗いところで物が見えにくくなった
り、ドライアイや視力の低下の原因にな
ることがあります。
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消化がよくて、すぐにエネルギーになって
疲れた体を元気にしてくれる食べ物、そ
れはうどんです。温かいうどんで身も心
もほっこりしてください。
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「秋なす」がおいしい季節になりました。
なすは、夏から秋にかけて育ちますが、
９月の終わりから１０月にかけて、特にお
いしくなりますよ。
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しょうがの辛味（からみ）成分には、消化
を助けたり、食欲を増やしたりする効果
があります。日本では、古くから薬や香
辛料として使われていました。
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新米の季節になりました。収穫したばか
りのお米は、甘い香りがして、もちもちし
てツヤがあります。給食の「夢つくし」は、
光沢と粘りが特徴です。
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今日のカレーには、しめじ、エリンギの２
種類のきのこを使っています。秋が旬の
きのこには、食物せんいが多く含まれて
います。
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しいたけは日光に当たることでビタミンD
が増えます。丈夫な骨や歯を作るのに必
要な栄養素です。苦手だなと思っても、
あとひと口、食べましょう。
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秋はおいしいものが出回るので「味覚の
秋」とも言いますね。今日のご飯は、栗
やきのこなど、秋の食材が入った「秋の
香りごはん」です。

今日は久しぶりの「揚げパン」です。給食
室で、パンを揚げ、砂糖と黄粉をまぶし
て作ります。紙の袋にパンを入れて食べ
ましょう。

今日は情熱の国、スペインの料理です。
日本から遠く離れた国ですが、お米や魚
介類のうま味を活かした料理が多くあ
り、親しみを感じます。
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まだ食べることができるのに食品を捨て
てしまう「食品ロス」が問題になっていま
す。給食でも、食器についだ分は食べ残
さないようにしましょう。

１０がつの給食こんだて予定表

うんどうかい 　　だいきゅう

運動会の代休

米粉には多くの種類があり、昔からおだ
んごやおせんべいなどのお菓子作りに
使われてきました。今日の豆乳スープは
米粉でとろみをつけています。

豆には、たんぱく質、ビタミン、鉄、食物
繊維などの栄養素がたっぷり含まれてい
ます。今日の煮豆は「金時豆（きんときま
め）」を使っています。
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秋はじゃがいもがおいしい季節です。フ
ランスでは、「大地のりんご」と呼ばれて
います。炭水化物だけでなく、ビタミンC
やカリウムも多く含みます。
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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。

おかがき産

「秋が旬の食べもの」
いくつ知っているかな？

さといも くり かき あけび いちじく ぎんなん むかご


