
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）

ビビンバ こめ　　さとう ぎゅうにゅう にんじん　ほうれんそう

わかめスープ あぶら　 ぎゅうにく　とりにく もやし　にんにく　ねぎ

金 ごはん ごま　ごまあぶら わかめ たまねぎ　えのきだけ

なすとトマトのペンネ こくとうパン ぎゅうにゅう にんじん　ピーマン　トマト

カラフルソテー ペンネマカロニ　あぶら ベーコン　ウインナー　 パプリカ　なす　たまねぎ

月 こくとうパン きょほう（２こ） オリーブオイル チーズ キャベツ　きょほう

すぶた こめ　　さとう　でんぷん ぎゅうにゅう ピーマン　にんじん　チンゲンサイ

ちゅうかはるさめスープ はるさめ　あぶら ぶたにく　とりにく たまねぎ　しいたけ　しょうが

火 ごはん ごまあぶら にんにく　きくらげ　

やさい（８３１）たっぷりチキンカレー ナン　じゃがいも ぎゅうにゅう トマト　パプリカ　セロリ

フルーツ&ゼリー あぶら　ゼリー とりにく　しろいんげん たまねぎ　なす　しょうが　にんにく

水 ナン バターまたはマーガリン チーズ みかん　パイン　もも

にくじゃが こめ　　むぎ　あぶら ぎゅうにゅう いんげん　にんじん　キャベツ

すのもの じゃがいも　さとう ぎゅうにく たまねぎ　こんにゃく

木 むぎごはん ふりかけ ごま　　 わかめ もやし　きゅうり

【鹿児島県の料理】 こめ ぎゅうにゅう　とりにく ねぎ　にんじん　

けいはん さとう　さつまいも みそ　ぶたにく　てんぷら しょうが　だいこん

金 ごはん とんこつに　さつまポテト くろざとう たまご こんにゃく　しいたけ

ホキのチリソースやき しょくパン　あぶら ぎゅうにゅう にんじん　にんにく　たまねぎ

コーンサラダ　ジャーマンスープ さとう　じゃがいも ホキ しょうが　コーン　きゅうり

月 しょくパン はちみつ&マーガリン はちみつ　マーガリン ベーコン　 キャベツ　レモン  パセリ

ぶたにくとなすのなべしぎ こめ　　むぎ ぎゅうにゅう　ぶたにく にんじん　かいわれだいこん

きりぼしだいこんのあえもの さとう　あぶら とうふ　　みそ　 ピーマン　なす　もやし　えのきだけ

火 むぎごはん かまぼこととうふのすましじる ツナ　かまぼこ きりぼしだいこん　きゅうり

とうにゅうシチュー ロールパン　あぶら ぎゅうにゅう にんじん　たまねぎ

チップスサラダ こむぎこ　じゃがいも　さとう とりにく　とうにゅう キャベツ　きゅうり

水 ロールパン いっしょくヨーグルト ポテトチップス　バターまたはマーガリン ヨーグルト パセリ

とりにくとカシューナッツのあげからめ こめ　　むぎ　　あぶら ぎゅうにゅう　とりにく にんじん　こまつな

おひたし さとう　でんぷん かつおぶし　みそ ねぎ　しょうが　キャベツ

木 むぎごはん きのこのみそしる カシューナッツ とうふ　あぶらあげ　 たまねぎ　しめじ　えのきだけ

【お月見こんだて】 こめ　　さとう　あぶら ぎゅうにゅう　とりにく にんじん　かいわれだいこん

おつきみじる　やきししゃも しらたまもち　おつきみデザート とうふ　あぶらあげ　かまぼこ ごぼう　えのきだけ

金 ひじきごはん そくせきづけ　おつきみデザート ごま ししゃも　ひじき　こんぶ キャベツ　きゅうり

やきそば せわりコッペパン　あぶら ぎゅうにゅう　ぶたにく ねぎ　にんじん　きゅうり

ちゅうかサラダ ちゅうかめん　さとう かまぼこ　ハム もやし　たまねぎ

月 せわりコッペパン なし ごま　ごまあぶら てんぷら　かつおぶし キャベツ　なし

あなごどんぶり（にあなご） こめ　　さとう　あぶら ぎゅうにゅう　あなご にんじん　ねぎ

きゅうりとわかめのすのもの さといも　でんぷん とりにく　わかめ ごぼう　こんにゃく

火 だしごはん けんちんじる ごま　 とうふ きゅうり

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

アーモンドサラダ じゃがいも　さとう　あぶら ぶたにく キャベツ　きゅうり　レモン

水 けんさんむぎパン いちじくジャム アーモンド　いちじくジャム だいず

とうがんのちゅうかスープ こめ　　むぎ ぎゅうにゅう にんじん　チンゲンサイ　とうがん

ホイコーロー さとう　あぶら　ごまあぶら とりにく　ぶたにく ピーマン　ねぎ　たまねぎ　にんにく

木 むぎごはん ショウロンポウ こむぎこ　でんぷん　はるさめ みそ　 しょうが　しめじ　キャベツ

【和食の日】さばのたつたあげ こめ　　でんぷん　あぶら ぎゅうにゅう にんじん　ねぎ

はるさめのごまずあえ さとう　はるさめ　じゃがいも さば　わかめ たまねぎ　しめじ

金 ごはん じゃがいものみそしる ごま とうふ　みそ きゅうり

きつねうどん こめ　　さとう ぎゅうにゅう　とりにく にんじん　ごぼう

ごぼうのサラダ うどん　マヨネーズ ツナ　わかめ たまねぎ　ねぎ

火 わかめごはん ごま あぶらあげ きゅうり

なすのミートグラタン ねじりパン　　じゃがいも ぎゅうにゅう　ぶたにく トマト　こまつな

こまつなとコーンのスープ マカロニ　こむぎこ ぎゅうにく　ベーコン なす　たまねぎ　

水 ねじりパン バターまたはマーガリン　あぶら チーズ コーン　しめじ

あじのカレーなんばん こめ　　むぎ ぎゅうにゅう ピーマン　パプリカ　ねぎ

さといものみそしる でんぷん　さとう あじ　みそ たまねぎ　はくさい

木 むぎごはん さといも　あぶら とうふ　あぶらあげ

セルフサンド しょくパン　さとう ぎゅうにゅう にんじん　コーン　

（ポテトサラダ　チーズ） じゃがいも　マヨネーズ ハム　ベーコン　だいず たまねぎ　キャベツ

月 しょくパン ミネストローネ ペンネマカロニ　あぶら チーズ トマト　パセリ

あまずあえ こめ　　むぎ ぎゅうにゅう　とりにく にんじん　かいわれだいこん

すましじる ふ　さとう　あぶら ちくわ　わかめ たまねぎ　しょうが　もやし

火 そぼろごはん みかんゼリー みかんゼリー とうふ えのきだけ　きゅうり

さけのレモンやき キャロットパン　さとう ぎゅうにゅう　とりにく にんじん　レモン　キャベツ

チキンサラダ じゃがいも　あぶら さけ　ベーコン　しろいんげん コーン　たまねぎ

水 キャロットパン コーンホワイトスープ オリーブオイル きゅうり　パセリ

トンカツ　ボイルキャベツ こめ　　あぶら　　 ぎゅうにゅう にんじん　ねぎ　かぼちゃ

トンカツソース こむぎこ　パンこ ぶたにく　みそ キャベツ　たまねぎ

木 ごはん かぼちゃのみそしる とうふ　あぶらあげ

ビーフカレー こめ　　むぎ　じゃがいも ぎゅうにゅう にんじん　たまねぎ　にんにく

フルーツヨーグルト さとう　あぶら　バターまたはマーガリン ぎゅうにく しょうが　バナナ　みかん

金 むぎごはん こむぎこ チーズ　ヨーグルト パイン　もも

※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

693
今日は一汁二菜の和食献立です。主食の
ご飯を中心として「一汁」は汁物、「二菜」
は主菜と副菜を1品ずつという意味です。

620
シチューのルーも給食室の調理員さんが
手作りしています。大勢の人数分のルーを
作るのには体力と技術が必要です。

31
572

８月３１日は「野菜の日」。野菜たっぷりの
カレーです。今が旬の野菜の栄養をしっか
りとって、元気にがんばりましょう。

29
600

巨峰は甘くて粒が大きく、「ぶどうの王様」
とも呼ばれます。今日の巨峰は、岡垣町で
とれたものです。

8/26
564

２学期最初の給食は、ビビンバです。しっ
かり食べて、学校生活に少しずつ体をなじ
ませましょう。

８がつ・９がつの給食こんだて予定表
＜めあて＞

岡　垣　町　小　学　校

12
608

梨は日本で昔から栽培され、弥生時代か
ら食べられていたと言われます。しゃり
しゃりした食感を味わいましょう。

7

6
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麦ご飯の麦は「大麦」です。「大麦」は、麦茶
でもおなじみですね。ミネラルや食物繊維
が豊富なので、給食では時々「麦ご飯」に
しています。
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酢豚は、下味をつけた豚肉に衣をつけて揚
げ、甘酢あんをからめた中華料理です。酢
には、肉をやわらかくする効果がありま
す。

9/1
550

給食の牛乳パックは、回収され、リサイクル
されます。しっかり空にして返すことで、牛
乳パックを洗う水を減らす事ができます。

21
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なすは、夏にとれる野菜なので、「夏の実」
とよばれ、それが「なす」になったといわれ
ています。どんな料理にも合う、万能野菜
です。

13
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穴子丼には、福岡県でとれた天然アナゴを
使っています。福岡県から無償提供された
ものです。地元食材のおいしさを味わいま
しょう。
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冬瓜（とうがん）は、夏が旬の野菜です。大
きいものは８０ｃｍくらいになります。水分
が多く、体を冷やす働きがあります。
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今日のジャムは、いちごジャムではありま
せん。何のジャムかわかりますか？今が旬
の「いちじく」を使ったジャムです。福岡県
でとれた「いちじく」で作られています。
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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
材料になるマグネシウムなどが含まれま
す。
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鹿児島県の郷土料理「けいはん」は、ご飯
の上に具をのせ、だしをかけて食べる料理
です。給食では具とだしを一緒に出してい
ます。ごはんにかけて食べましょう。
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明日は十五夜です。作物の収穫に感謝し
て米から作った月見団子を供えたり、子孫
繁栄の願いを込めて里芋を供えたりしま
す。
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ホキは世界中で食べられている白身の魚
です。オーストラリアやニュージーランド近
くの海にいる深海魚です。

8
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カシューナッツの主な産地はインドです。
疲労回復に必要なビタミンB1が含まれま
す。今日は、揚げた鶏肉と一緒に甘辛いた
れでからめました。

22
600

里芋はイネよりも先に日本で栽培されて
いたと言われています。山で自然に育つ
「山芋」に対し、里で栽培されることから
「里芋」と呼ばれました。

26
640

今週は、「運動会応援メニュー」です。食べ
やすいメニュー、また運動する時に必要な
栄養素が多めのメニューになっているの
で、しっかり食べましょう。

27
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そぼろご飯には、生姜を効かせて甘辛くあ
じつけしたそぼろが入っています。生姜は
さわやかな香りとピリッとした辛味があ
り、食欲をわかせてくれます。

28
637

スポーツをすると汗をかく量が多くなりま
す。汗と一緒に鉄分やカルシウムも流れ出
てしまうので、食事でしっかり補いましょ
う。

29
653

かぼちゃは「野菜の優等生」とよばれるほ
ど栄養価の高い野菜です。特にビタミン
A・C・Eが豊富で、肌をすべすべきれいに
整えます。

30
674

カレー粉には、食欲を増進（ぞうしん）させ
る効果があります。明日はいよいよ運動
会。しっかり食べて、実力を発揮してくだ
さい！

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

秋分の日をはさんだ前後７日間は、秋のお彼岸です。

この時期に食べるものと言えば「おはぎ」。

対して春のお彼岸に食べるのは「ぼたもち」と呼びます。


