
PTA配布

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）

あきさけのしおやき こめ　　さとう ぎゅうにゅう　さけ にんじん　こまつな　ねぎ

こまつなのおひたし でんぷん かつおぶし　とりにく キャベツ　もやし　はくさい

火 ごはん おからだんごのみそしる みそ　おから しいたけ　しょうが

ペンネのミートソース こくとうパン　さとう　 ぎゅうにゅう にんじん　たまねぎ　

アーモンドサラダ ペンネマカロニ　あぶら ぎゅうにく　ぶたにく コーン　キャベツ　レモン

水 こくとうパン アーモンド チーズ きゅうり

こうやどうふのたまごとじどんぶり こめ　　むぎ ぎゅうにゅう　とりにく にんじん　ねぎ　たまねぎ

ほうれんそうのごまあえ さとう　さつまいも たまご　こうやどうふ ほうれんそう　しいたけ

金 むぎごはん ふかしいも ごま かまぼこ もやし

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　トマト　パセリ

（ポテトサラダ・チーズ） さとう　シェルマカロニ ベーコン　しろいんげん コーン　キャベツ　

月 しょくパン ミネストローネ マヨネーズ　あぶら チーズ たまねぎ　　エリンギ

とりにくとだいずのあげからめ こめ　　むぎ　はるさめ ぎゅうにゅう　とりにく みずな　　にんじん

はるさめのすのもの さとう　でんぷん　 だいず　ゆば　とうふ しょうが　えのきだけ

火 むぎごはん ゆばのすましじる ごま　あぶら かまぼこ　わかめ きゅうり

カレーうどん こめこパン ぎゅうにゅう ねぎ　にんじん

ひじきとブロッコリーのサラダ うどん　マヨネーズ ぎゅうにく　とりにく ブロッコリー　たまねぎ

水 こめこパン ひじき しめじ　キャベツ

きびなごのたつたあげ こめ　　さとう ぎゅうにゅう　ハム しそ　うめ　にんじん　きゅうり

きりぼしだいこんのあえもの でんぷん　じゃがいも みそ　とうふ　あぶらあげ もやし　きりぼしだいこん

木 うめゆかりごはん じゃがいものみそしる あぶら きびなご　わかめ えのきだけ　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 チンゲンサイ　　にんじん

ちゅうかスープ でんぷん　あぶら ぶたにく　とりにく にんにく　しいたけ　キャベツ

金 むぎごはん りんごゼリー ごまあぶら　ゼリー あつあげ　みそ たまねぎ　きくらげ　しょうが

クリームシチュー ねじりパン ぎゅうにゅう　ベーコン ほうれんそう　にんじん

ほうれんそうとコーンのソテー こむぎこ　あぶら とりにく　しろいんげん たまねぎ　　コーン

月 ねじりパン じゃがいも　バター チーズ キャベツ　パセリ

やきにく こめ　　むぎ ぎゅうにゅう ピーマン　にんじん　ねぎ

トックいりわかめスープ さとう　トック　あぶら ぎゅうにく　とりにく たまねぎ　もやし　えのきだけ

火 むぎごはん ごま　ごまあぶら　 わかめ にんにく　エリンギ　キャベツ　

ポークビーンズ けんさんむぎパン ぎゅうにゅう たまねぎ　にんじん

チーズサラダ りんごジャム　さとう だいず　ぶたにく キャベツ　きゅうり

水 けんさんむぎパン りんごジャム じゃがいも　あぶら チーズ　ハム

かんこくふうにくじゃが こめ　　むぎ ぎゅうにゅう こまつな　にんじん

ちぐさあえ さとう　じゃがいも ぶたにく　ちくわ たまねぎ　えだまめ

木 むぎごはん ふりかけ ごま　あぶら あぶらあげ キャベツ　こんにゃく

【和食の日】 こめ　　さとう ぎゅうにゅう　あじ いんげん　にんにく

あじのこうみやき　ごもくきんぴら ごま　ごまあぶら ぶたにく　てんぷら　みそ にんじん　こんにゃく　ごぼう

金 ごはん はくさいのみそしる あぶら あぶらあげ　とうふ　わかめ しめじ　たまねぎ　はくさい

ふくおかけんさんいろいろきのこスパゲティ キャロットパン　さとう ぎゅうにゅう ほうれんそう　にんじん　きゅうり

チップスサラダ スパゲティ　オリーブオイル ベーコン　 たまねぎ　えのきだけ　しめじ

月 キャロットパン ポテトチップス　あぶら エリンギ　にんにく　キャベツ

ひきにくとまめのカレー こめ　　むぎ ぎゅうにゅう　ぎゅうにく　ぶたにく たまねぎ　にんにく　しょうが

フルーツヨーグルト こむぎこ　じゃがいも きんときまめ　レンズまめ にんじん　バナナ　みかん

火 むぎごはん さとう　バター　あぶら チーズ　ヨーグルト パイン　もも

さばのしおやき こめ　　さとう ぎゅうにゅう　さば いんげん　にんじん　ねぎ

くきわかめのいために さといも　あぶら てんぷら　ぶたにく　みそ はくさい　しいたけ　ごぼう

木 ごはん ぶたじる とうふ　くきわかめ だいこん　こんにゃく

【熊本県の郷土料理】 こめ　　はるさめ ぎゅうにゅう　ツナ ねぎ　にんじん　たまねぎ

タイピーエン　れんこんサラダ さとう　あぶら うずらたまご　 キャベツ　きくらげ　れんこん

金 ごはん たかなのあぶらいため マヨネーズ　 ぶたにく　かまぼこ たかなづけ　しょうが　きゅうり

チャンポン ロールパン　ちゅうかめん ぎゅうにゅう もやし　コーン　ねぎ

だいがくいも さとう　みずあめ　あぶら ぶたにく　てんぷら にんじん　ねぎ　たまねぎ

月 ロールパン みかん さつまいも かまぼこ きくらげ　キャベツ　みかん

おでん こめ　　むぎ ぎゅうにゅう　とりにく だいこん　にんじん

はくさいのゆずあえ さといも　さとう あつあげ　かまぼこ　てんぷら こんにゃく　はくさい

火 むぎごはん ひきわりなっとう うずらたまご　なっとう　わかめ キャベツ　ゆず

しろみざかなのマヨネーズやき ワンローフパン　あぶら ぎゅうにゅう にんじん　たまねぎ　

ジャーマンスープ じゃがいも　パンこ　マヨネーズ ベーコン　メルルーサ パセリ

水 ワンローフパン いちご&マーガリン いちごジャム　マーガリン

※材料の都合で献立を変更することがあります。

日
こんだてめい

ひとくちメッセージ

670

「茎わかめ」は、その名の通り「わ
かめ」の茎の部分です。炒めると、
その歯ごたえが楽しめて、とても
おいしいですね。

602

ほうれん草はビタミンたっぷりの
野菜ですが、夏と冬では栄養価が
変わり、冬のほうれん草は夏より
ビタミンが多くなります。

7
631

自分でパンにポテトサラダとチー
ズをはさんでサンドイッチを作り
ます。きれいに洗った手で、作っ
てくださいね。

2
622

給食で使う野菜や肉、魚は岡垣町
にある八百屋さん、肉屋さん、魚
屋さんや、直売所などから納品さ
れています。

1
602

「おから」は、大豆から豆腐を作る
途中にできるものです。低カロ
リーで高蛋白質のヘルシーな食材
「おから」を肉団子に混ぜました。

１１がつの給食こんだて予定表
＜めあて＞

　岡　垣　町　小　学　校

17
606

「千草（ちぐさ）」にはいろいろな
材料を使ったという意味がありま
す。いろいろな材料を使った和え
物が「千草和え」です。

14

11
621

ジャージャン豆腐に入っているの
は「厚揚げ」です。「厚揚げ」は、豆
腐を油で揚げたもので、表面はや
や固く、中は柔らかいです。

4
636

高野豆腐は、豆腐を凍らせた後、
乾燥させたものです。日本に昔か
ら伝わる保存食で、カルシウムや
鉄が多いのが特長です。

8
663

今日、１１月８日は「いい歯の日」で
す。鶏肉と大豆の揚げからめは、
かみごたえのある料理です。しっ
かりかんで食べましょう。

30
604

白身魚のマヨネーズ焼きは、魚が
苦手という人も食べやすい味つけ
にしています。ぜひ、チャレンジし
てみてくださいね。

18
609

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。

22
682

給食のカレーは、ルウから手作り
しています。添加物や化学調味料
を使わない、安心安全でやさしい
味わいのカレーです。

21
609

秋はきのこが美味しい季節です。
今日のスパゲティには、福岡県産
のえのきだけ、しめじ、エリンギを
使っています。

25
604

熊本県は、九州の中央にありま
す。農業や酪農・漁業など、あらゆ
る分野で全国トップクラスの生産
量をほこる作物があります。

24

9
605

温かいうどんがうれしい季節にな
りました。今日は、しっかりとった
「だし」に「カレー粉」を加えたカ
レーうどんです。

16
681

給食のドレッシングは手作りで
す。酢・サラダ油・塩・こしょうをよ
く混ぜ合わせて作るのですが、隠
し味に砂糖を少し入れています。

10
618

きびなごは鹿児島県近海でよくと
れる体長１０ｃｍほどの魚です。姿
が美しいことから「黒潮の涙」とも
言われます。

15
603

トックは韓国のお餅です。もちも
ちしておいしく、韓国ではいろい
ろな料理に使います。今日はわか
めスープに加えました。

28
654

みかんの種類はいろいろあります
が、今日のみかんは「うんしゅうみ
かん」です。岡垣町で育てられた
みかんを味わいましょう。

29
602

おでんの鶏肉は「はかた一番ど
り」という福岡県を代表するブラ
ンドです。普通の鶏肉より、うま味
成分が１５％ほど多いそうです。

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。


