
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）

ししゃものおちゃのはフライ こめ　こむぎこ　パンこ ぎゅうにゅう　ししゃも おちゃのは　にんじん

きんぴらごぼう あぶら　さとう　ごま ぶたにく　とうふ　みそ ごぼう　こんにゃく　いんげん

月 ごはん たけのこのみそしる あぶらあげ　わかめ　 たまねぎ　たけのこ

ぶたにくのみそいため こめ　むぎ　さとう ぎゅうにゅう　ぶたにく キャベツ　たまねぎ　にんじん

ちゅうかはるさめスープ あぶら　はるさめ みそ　とりにく ピーマン　エリンギ

金 むぎごはん こざかなのつくだに ごまあぶら かたくちいわし もやし　ねぎ

てりやきチキン まるパン　さとう　 ぎゅうにゅう　とりにく キャベツ　にんじん

せんキャベツ　スライスチーズ でんぷん　マカロニ チーズ　ベーコン たまねぎ　パセリ　トマト

月 まるパンよこわり ミネストローネ じゃがいも　あぶら しろいんげん

きつねうどん こめ　うどん ぎゅうにゅう　あぶらあげ グリンピース　にんじん

わふうサラダ さとう　あぶら とりにく　ツナ　わかめ たまねぎ　ねぎ

火 ピースごはん キャベツ　きゅうり

とうにゅうシチュー こめこパン　じゃがいも ぎゅうにゅう　とりにく にんじん　たまねぎ　パセリ

カラフルソテー マーガリン　こむぎこ とうにゅう　ウインナー キャベツ　パプリカ

水 こめこパン あぶら

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

きりぼしだいこんのいために あぶら たまご　かまぼこ しいたけ　ねぎ　いんげん

木 ごはん てんぷら きりぼしだいこん　こんにゃく

カレーにくじゃが こめ　むぎ　あぶら ぎゅうにゅう　ぶたにく にんじん　たまねぎ

アーモンドあえ じゃがいも　さとう だいず えだまめ　とうみょう

金 むぎごはん アーモンド キャベツ　もやし

にくだんごのケチャップに ワンローフパン　はちみつ ぎゅうにゅう　ぎゅうにく にんじん　たまねぎ　しょうが

ツナマヨサラダ マーガリン　でんぷん　あぶら ぶたにく　とうふ　たまご グリンピース　キャベツ

月 ワンローフパン はちみつ&マーガリン じゃがいも　マヨネーズ ツナ きゅうり　コーン

とりにくとだいずのあげからめ こめ　むぎ　でんぷん ぎゅうにゅう　とりにく しょうが　きゅうり　にんじん

きゅうりとわかめのすのもの あぶら　さとう　 だいず　わかめ えのきたけ　ねぎ

火 むぎごはん はるさめじる はるさめ かまぼこ　とうふ

スパゲティミートソース こくとうパン　スパゲティ ぎゅうにゅう　ぎゅうにく にんじん　たまねぎ

ハムのマリネ あぶら　さとう ぶたにく　チーズ きゅうり　レモン

水 こくとうパン ハム

【和食の日】 こめ　さとう　ごまあぶら ぎゅうにゅう　あじ　ひじき にんじん　いんげん　にんにく

あじのこうみやき　ひじきのいために あぶら あぶらあげ　てんぷら たまねぎ　キャベツ

木 ごはん キャベツのみそしる とうふ　わかめ　みそ

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　しょうが

あまなつサラダ マーガリン　こむぎこ チーズ にんにく　あまなつかん

金 むぎごはん あぶら　さとう キャベツ　きゅうり

ホキのピザソースやき キャロットパン　あぶら ぎゅうにゅう　ホキ たまねぎ　ピーマン　

コーンサラダ さとう　じゃがいも チーズ　ベーコン キャベツ　きゅうり　にんじん

月 キャロットパン ジャーマンスープ コーン　パセリ

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 ねぎ　しいたけ　しょうが

バンバンジーサラダ ごまあぶら　ごま ぶたにく　とうふ　みそ にんにく　きゅうり

火 むぎごはん でんぷん　あぶら とりにく　 キャベツ

ポークビーンズ しょくパン　いちごジャム 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 じゃがいも　あぶら だいず　ヨーグルト バナナ　みかん

水 しょくパン いちごジャム さとう 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　ひじき にんじん　ごぼう　キャベツ

そくせきづけ ごまあぶら とりにく　あぶらあげ　こんぶ　 きゅうり　たけのこ

木 ひじきごはん わかたけじる とうふ　わかめ　かまぼこ えのきたけ　

チキンなんばん こめ　こむぎこ　あぶら ぎゅうにゅう　とりにく ほうれんそう　キャベツ

おかかあえ さとう　タルタルソース かつおぶし　とうふ にんじん　たまねぎ　しめじ

金 ごはん じゃがいものみそしる じゃがいも わかめ　みそ

やきそば ねじりパン　ちゅうかめん ぎゅうにゅう　ぶたにく にんじん　たまねぎ

ぎょうざ（２こ） こむぎこ　あぶら かまぼこ　てんぷら キャベツ　もやし　ねぎ

月 ねじりパン オレンジ かつおぶし　 オレンジ

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 にんじん　たまねぎ

ちゅうかサラダ さとう　あぶら ハム こんにゃく　いんげん

火 むぎごはん ふりかけ ごま　ごまあぶら きゅうり　もやし

材料の都合で献立を変更することがあります。

（海老津・山田）かまぼこなどの練り製品、ハムなどの肉加工品、マヨネーズは卵の入っていない製品を使用しています。

12
619

切干大根は、大根を細長く切って乾
燥させたものです。いろいろな料理
に合う保存食です。

19
579

今日は和食の日です。お米は、
岡垣町産の夢つくしです。ご飯の
食器を手に持って、姿勢をよくし
て食べましょう。

13
614

食べ物は体への働きで、３つの
仲間に分かれます。今日の給食
の体をつくるものはどれでしょう。
探してみましょう。

18
655

牛乳を一気に飲んでしまっていませ
んか。パンやおかずの合間に、牛乳
パックを両手で持って、ゆっくり一口
ずつ飲みましょう。

30
639

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。

23
600

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。

25
626

ヨーグルトなどの乳製品には、カル
シウムが豊富に含まれています。成
長期のみなさんに欠かせない栄養
素です。

24
656

給食の麻婆豆腐には、トウバンジャ
ンなど本格的な調味料も使っていま
すが、1年生でも食べやすいよう、ひ
かえめにしています。

27
702

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。

26

9
642

給食の前にていねいに手洗いをしま
したか？丸パンに照り焼きチキンと
キャベツとスライスチーズをはさんで
食べましょう。

11
628

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。

20
665

甘夏（あまなつ）は、みかんの仲間
で、3月～5月が旬です。さわやかで
甘酸っぱい味を楽しんでください。

17

16
689

肉団子と、たっぷりの野菜を甘ずっ
ぱいケチャップで煮込みました。肉
団子は調理員さんがひとつひとつ丸
めてつくりました。

2
606

今日は八十八夜です。新茶の季節
になりましたね。お茶の葉を衣につ
けたししゃものフライで、季節の香り
を感じてください。

５がつの給食こんだて予定表
＜めあて＞

　小　学　校

31
580

「ばっかり食べ」をしていませんか。
ごはんとおかずを交互に食べて、味
の重なりや変化を楽しみましょう。

日
こんだてめい

ひとくちメッセージ

582

若竹汁には、わかめとたけのこが
入っています。給食には、季節を感
じる旬の食材を積極的に取り入れて
います。

673
大豆はたんぱく質を多く含み、「畑の
肉」とも呼ばれます。昔から日本の
食卓に欠かせません。

10
581

グリンピースは、今が旬のえんどう
の若い実です。ご飯と炊くことで、流
れ出た栄養分も逃がすことなくいた
だけます。

6
589

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。

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。

おかがき産

あとかたづけ、ていねいに

できているかな？

はいぜん、ただしく

できているかな？

よいしせいで

たべているかな？


