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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）

にくだんごスープ けんさんむぎパン　りんごジャム ぎゅうにゅう ねぎ　にんじん

ジャーマンポテト でんぷん　はるさめ　 たまご　ぶたにく たまねぎ　キャベツ

水 けんさんむぎパン りんごジャム マーガリン　じゃがいも　 とうふ　ベーコン しょうが　パセリ

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

ちくぜんに さとう　あぶら とうふ　あぶらあげ　 ごぼう　しいたけ　しめじ

木 ごはん たまねぎのみそしる きびなご　わかめ　みそ こんにゃく　たまねぎ

こうやどうふのうまに こめ　じゃがいも ぎゅうにゅう にんじん　たまねぎ

きゅうりとわかめのすのもの さとう　あぶら とりにく　こうやどうふ しいたけ　えだまめ

金 ごはん ふりかけ ごま わかめ こんにゃく　きゅうり

ペンネのクリームソース ミルクロールパン ぎゅうにゅう ほうれんそう　にんじん

ツナサラダ こむぎこ　ペンネマカロニ チーズ　ベーコン コーン　たまねぎ　しめじ

月 ミルクロールパン さとう　あぶら　マーガリン ツナ キャベツ　きゅうり　レモン

ぶたどん こめ　むぎ ぎゅうにゅう ねぎ　にんじん　こんにゃく　

そくせきづけ ごま ぶたにく　 たまねぎ　しいたけ

火 むぎごはん にまめ さとう きんときまめ キャベツ　きゅうり　たくあん

ポトフ パインパン ぎゅうにゅう にんじん　たまねぎ

ごぼうのサラダ じゃがいも　 ウインナー キャベツ　ごぼう

水 パインパン ごま　マヨネーズ とりにく　 きゅうり　パセリ

やさいスープ こめ　あぶら ぎゅうにゅう にんじん　とうみょう

カラフルソテー じゃがいも　　マーガリン ぶたにく　ベーコン パプリカ　たまねぎ

木 カレーピラフ こくとうビーンズ くろざとう とりにく　だいず コーン　キャベツ　パセリ

あじのなんばんづけ こめ　むぎ ぎゅうにゅう　あじ ピーマン　にんじん

とうふのみそしる でんぷん　さとう とうふ　あぶらあげ　 パプリカ　たまねぎ

金 むぎごはん あぶら わかめ　みそ えのきだけ　キャベツ

うずらたまごのケチャップに こめこパン ぎゅうにゅう　ベーコン にんじん　ピーマン

ハムときゅうりのサラダ さとう　じゃがいも うずらたまご　ハム たまねぎ　キャベツ

月 こめこパン あぶら ひよこまめ トマト　きゅうり

ひきにくとまめのカレー こめ　むぎ　ゼリー ぎゅうにゅう　ぎゅうにく にんじん　にんにく

フルーツ＆ゼリー こむぎこ　じゃがいも ぶたにく　きんときまめ たまねぎ　しょうが

火 むぎごはん マーガリン　あぶら チーズ　レンズまめ みかん　パイン　もも

わふうスパゲティ メロンパン　さとう ぎゅうにゅう にんじん　ほうれんそう　にんにく

アーモンドサラダ スパゲティ　あぶら ベーコン たまねぎ　しめじ　エリンギ　えのきだけ

水 メロンパン アーモンド　オリーブオイル きゅうり　キャベツ　レモン

とりとレバーのタッカンジョンふう こめ　むぎ　 ぎゅうにゅう ねぎ　たまねぎ

わかめスープ さとう　でんぷん とりにく　とりレバー えのきだけ　にんにく

木 むぎごはん あぶら　ごまあぶら ぶたにく　わかめ

【和食の日】 こめ ぎゅうにゅう　さけ にんじん　ねぎ　キャベツ

さけのつけやき　ゆかりあえ さとう　でんぷん とうふ　あぶらあげ　 たまねぎ　えのきだけ

金 ごはん きのこのみそしる みそ きゅうり　しめじ　しそ

こまつなとコーンのスープ ワンローフパン　パンこ ぎゅうにゅう にんじん　こまつな

ホキのマヨネーズやき いちごジャム　マーガリン ホキ　とりにく コーン　たまねぎ　パセリ

月 ワンローフパン びわ　いちご＆マーガリン あぶら　マヨネーズ しめじ　びわ

やきとりふうに こめ　むぎ ぎゅうにゅう　とりにく いんげん　たまねぎ

キャベツのみそしる でんぷん　さとう とうふ　あぶらあげ えのきだけ　キャベツ

火 むぎごはん ひきわりなっとう ちくわ　みそ　わかめ　なっとう

しるビーフン こくとうパン　あぶら ぎゅうにゅう とうみょう　にんじん

シュウマイ（２こ） ビーフン　さとう　こむぎこ とりにく　ぶたにく きくらげ　たまねぎ

水 こくとうパン もやしのナムル ごま　ごまあぶら　でんぷん もやし　きゅうり

【沖縄県の郷土料理】 こめ ぎゅうにゅう　かまぼこ ねぎ　にんじん

もずくじる　ラフテー さとう　マヨネーズ とうふ　ぶたにく えのきだけ　しょうが

木 ごはん ゴーヤサラダ　シークヮーサーゼリー シークヮーサーゼリー もずく　ツナ コーン　ゴーヤ　きゅうり

さばのしおやき こめ　むぎ ぎゅうにゅう　さば にんじん

いとかんてんのすのもの さとう　でんぷん ハム　かまぼこ　いとかんてん ねぎ　えのきだけ

金 むぎごはん かきたまじる ごま たまご　とうふ きゅうり

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

しろいんげんのポタージュ さとう　じゃがいも ウインナー　ベーコン コーン　たまねぎ

月 せわりコッペパン かたぬきチーズ あぶら チーズ　しろいんげん パセリ

ごもくうどん こめ　うどん ぎゅうにゅう　とりにく にんじん　ねぎ　

ひじきのコールスローサラダ マヨネーズ かまぼこ　てんぷら しいたけ　レモン

火 わかめごはん さとう ハム　ひじき　わかめ キャベツ　たまねぎ

ポテトミートグラタン ねじりパン　じゃがいも ぎゅうにゅう　ぎゅうにく アスパラガス　にんじん

アスパラいりやさいスープ ペンネマカロニ　こむぎこ ぶたにく　ベーコン たまねぎ　キャベツ

水 ねじりパン あぶら　バター チーズ トマト

チンジャオロースー こめ　むぎ　でんぷん ぎゅうにゅう ピーマン　パプリカ　たまねぎ

ワンタンスープ ワンタン　さとう ぎゅうにく たけのこ　にら　にんじん

木 むぎごはん あぶら　ごまあぶら とりにく もやし　きくらげ

※材料の都合で献立を変更することがあります。
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酢の物に入っている透明の食べ物は糸寒
天です。糸寒天は海藻から作られるので、
食物繊維が多いのが特長です。

世界にはいろいろな種類の豆があり、人々
の貴重な栄養源になってきました。今日は
白いんげんという豆をポタージュに使って
います。

気温が高くなると汗をかく量が多くなりま
す。汗と一緒にカルシウムや鉄なども流れ
ていくので、わかめやひじきなどの海そう
類をしっかり食べて補給しましょう。

牛乳は、熱中症予防の強い味方です。運動
の後に牛乳を飲むと、血液の量が増えて体
温を下げる働きが活発になります。
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ばい菌が活発に働く季節になりました。給
食の前にはきれいに手を洗っていますか。
せっけんを使って、しっかりと洗いましょ
う。

610
ひとくち何回かんでいますか？よくかむと
だ液がたくさんでて、むし歯を予防します。
ひとくち２０回以上かみましょう。
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ビーフンは、お米から作られる麺です。中
国が発祥（はっしょう）で、台湾や東南アジ
アへ広まったと言われています。

646
うずらの卵は小さくても栄養たっぷりで
す。鉄やビタミンなどは、にわとりの卵に比
べて多く含まれています。

631
ペンネは、ペン先の形をしたショートパスタ
です。マカロニのように穴があいているの
で、ソースがよくからみます。

659

メロンパンは、日本生まれのパンです。パ
ン生地の上にクッキー生地をのせて模様を
つけた様子がメロンのように見えることか
ら、メロンパンと名づけられました。

631

鶏肉とレバーを、タッカンジョン風にしまし
た。タッカンジョンは、ヤンニョムチキンと
同じ味つけですが、材料を小さめに切って
手軽に食べやすくしたものです。

629
「歯と口の健康週間」は今日までです。歯は
一生使う大切なものです。これからもよく
噛んで食べましょう。
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チンジャオロースーの「チンジャオ」とは
「ピーマン」のこと、「ロー」は肉、「スー」は
「細切りの」という意味です。
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一汁二菜の献立は健康的な和食の組み合
わせです。ご飯茶碗を持って、ご飯とおか
ずを交互に食べましょう。
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納豆は、蒸した大豆を納豆菌で発酵（はっ
こう）させて作ります。骨の健康に役立つ
ビタミンKが多く含まれています。
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岡垣町は、福岡県の中で「びわ」の生産量
が１位です。自然の恵みに感謝して、岡垣
町の特産物を味わって食べましょう。
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今年は沖縄が本土復帰して５０年の節目で
す。また、６月２３日は沖縄慰霊（いれい）の
日。沖縄県の料理を味わい、平和について
考える日にしましょう。
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６がつの給食こんだて予定表

601

よくかんで食べると、だ液がたくさんで
て、むし歯を予防します。また、食べ物の味
がよくわかるので、おいしく食べることが
できます。

14
650

給食の麦ご飯は大麦を蒸して押しつぶし、
乾燥させたものを炊き込んでいます。ビタ
ミンB1や食物繊維が多いので、給食では
麦ご飯が出ています。

　岡　垣　町　小　学　校

3
603

高野豆腐は、豆腐を凍らせて水分を抜いた
乾燥食品です。水でもどすと、スポンジの
ように水を吸ってふくらみます。
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６月４日から１０日は「歯と口の健康週間」
です。口を閉じて、奥歯を使って、しっかり
かんで食べましょう。

こんだてめい
ひとくちメッセージ

きびなごは、体に銀色のもようが入った、
長さ８ｃｍほどの魚です。骨がやわらかい
ので、丸ごと食べられます。

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


