
令和３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 ねつやちからになるもの からだをつくるもの からだのちょうしをととのえるもの (ｷﾛｶﾛﾘｰ）

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 しろねぎ　しいたけ

バンバンジーサラダ ごまあぶら　でんぷん ぶたにく　みそ　とうふ しょうが　にんにく　キャベツ

木 むぎごはん あぶら とりにく きゅうり　にんじん

ちくわのおちゃのはあげ こめ　　こむぎこ　あぶら ぎゅうにゅう　ちくわ にんじん　こんにゃく　おちゃのは

じゃがいものきんぴら じゃがいも　ごま ぶたにく　とうふ いんげん　たけのこ

金 ピースごはん わかたけじる さとう わかめ　かまぼこ しいたけ　グリンピース

しろいんげんスープ しょくパン　はちみつ ぎゅうにゅう　ベーコン にんじん　たまねぎ　しめじ

ウインナーとキャベツのソテー マーガリン　あぶら しろいんげんまめ えのきたけ　エリンギ　パセリ

月 しょくパン はちみつ＆マーガリン バター ウインナー キャベツ　ピーマン　パプリカ

やきうどん こめ　うどん ぎゅうにゅう　ぶたにく にんじん　たまねぎ　キャベツ

こんさいとナッツのサラダ あぶら　マヨネーズ かまぼこ　てんぷら もやし　ねぎ　れんこん

火 わかめごはん アーモンド　ピーナッツ ハム　かつおぶし　わかめ ごぼう　きゅうり

にくだんごのケチャップに こめこパン　でんぷん ぎゅうにゅう　ぎゅうにく しょうが　にんじん　たまねぎ

しんたまねぎのマリネ あぶら　さとう ぶたにく　とうふ　たまご グリンピース　きゅうり

水 こめこパン じゃがいも ハム レモン

ちゅうかどんぶり 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　キャベツ

きりぼしだいこんのあえもの でんぷん　ごまあぶら いか　かまぼこ　うずらたまご たけのこ　しいたけ　チンゲンサイ

木 むぎごはん さとう やきぶた きりぼしだいこん　もやし　きゅうり

ししゃものごまフライ こめ　むぎ　 ぎゅうにゅう　ししゃも　たまご にんじん　いんげん　たまねぎ

ひじきとだいずのにもの こむぎこ　パンこ　ごま てんぷら　だいず　ひじき キャベツ　しめじ　ねぎ

金 むぎごはん キャベツのみそしる あぶら　さとう あぶらあげ　とうふ　みそ

ジャージャーめん キャロットパン ぎゅうにゅう　ぶたにく たまねぎ　しいたけ　しょうが

ほうれんそうのナムル ちゅうかめん　ごまあぶら みそ にんにく　ほうれんそう

月 キャロットパン あぶら　さとう キャベツ　もやし　にんじん

【和食の日】 こめ　さとう　ごまあぶら ぎゅうにゅう　あじ にんにく　キャベツ　きゅうり

あじのこうみやき　そくせきづけ ごま　じゃがいも あぶらあげ　とうふ にんじん　たまねぎ

火 ごはん 　　　　　じゃがいものみそしる わかめ　みそ しめじ　たくあん

チリコンカン ミルクコッペパン　あぶら ぎゅうにゅう　ぎゅうにく にんじん　たまねぎ

たまごスープ でんぷん ぶたにく　ひよこまめ にんにく　しめじ

水 ミルクコッペパン ベーコン　たまご ほうれんそう 　トマト

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　かまぼこ えのきたけ　ねぎ

木 むぎごはん はるさめじる はるさめ とうふ　わかめ

チキンカレー 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

あまなつサラダ こむぎこ　あぶら チーズ　とりにく しょうが　にんにく　トマト

金 むぎごはん マーガリン　さとう キャベツ　きゅうり　あまなつ

わふうスパゲティ ミルクロールパン ぎゅうにゅう　ベーコン えのきたけ　しめじ　エリンギ　にんじん

ツナサラダ スパゲティ　あぶら ツナ たまねぎ   ほうれんそう　 にんにく

月 ミルクロールパン さとう　バター キャベツ　きゅうり　コーン　レモン

さけのしおやき こめ　さとう ぎゅうにゅう　ひじき にんじん　ごぼう

おかかあえ とりにく　あぶらあげ　さけ こまつな　キャベツ　もやし

火 ひじきごはん すましじる かつおぶし　かまぼこ　とうふ えのきたけ　ねぎ

ミネストローネ ワンローフパン ぎゅうにゅう　ベーコン にんじん　たまねぎ　パセリ

チーズサラダ　オレンジ ココアクリーム　マカロニ だいず　ハム キャベツ　きゅうり

水 ワンローフパン ココアクリーム じゃがいも　さとう　あぶら チーズ トマト　オレンジ

ホイコーロー こめ　むぎ ぎゅうにゅう　ぶたにく キャベツ　にんじん　しろねぎ

ワンタンスープ さとう　あぶら　ごまあぶら みそ　とりにく ピーマン　たけのこ　にんにく

木 むぎごはん ワンタン　 たまねぎ　きくらげ　もやし　にら

さばのたつたあげ こめ　さとう ぎゅうにゅう　さば きりぼしだいこん　にんじん

きりぼしだいこんのいために でんぷん　あぶら てんぷら　とうふ こんにゃく　いんげん　たまねぎ

金 ごはん きのこのみそしる あぶらあげ　みそ しめじ　えのきたけ　ねぎ

ホキのマヨネーズやき パインパン　あぶら ぎゅうにゅう　ホキ たまねぎ　パセリ　キャベツ

コーンサラダ マヨネーズ　パンこ ひよこまめ　ベーコン きゅうり　コーン　にんじん

月 パインパン ジャーマンスープ さとう　じゃがいも

材料の都合で献立を変更することがあります。

13
633

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
に使いますが、今日は、焼豚も入っ
た中華風のあえものです。

20
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。

14
614

ししゃもは、頭からしっぽまで丸ごと
食べることができます。成長期であ
るみなさんに欠かせないカルシウム
がたっぷりです。

19
587

チリコンカンに入っている豆は「ひよ
こ豆」です。ひよこのくちばしのよう
な形が特徴です。

31
659

ホキは、海の深いところに住んでい
る白身魚です。あっさりとした味なの
で、食べやすいですよ。

24
579

野菜やきのこには、食物せんいやビ
タミンが多く含まれています。病気に
なりにくい体をつくるために欠かせな
い栄養素です。

26
584

チーズなどの乳製品には、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。

25
590

ひじきは春が旬です。黒いイメージ
がありますが、海の中では、緑色に
近い茶色をしています。

28
676

さばなどの青魚に含まれる脂肪は、
血の流れを良くしたり、脳の働きを
助けたりしてくれます。

27

５がつの給食こんだて予定表
＜めあて＞　マナーを まもって ぎょうぎよく たべよう

戸　切　小　学　校

21
698

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。

18

17
684

ジャージャー麺は、中国の北京（ペ
キン）地方の料理です。こいめの味
付けをした肉みそに、麺をからめて
食べます。

10
590

世界にはいろいろな種類の豆があり
ます。今日のスープには、白いんげ
ん豆が入っています。

12
597

４月～５月に出回る「新たまねぎ」
は、乾燥させていないのでみずみず
しさがあります。やわらかく、甘いの
でサラダに向いています。

日
こんだてめい

ひとくちメッセージ

643

ホイコーローは中国の料理です。給
食にはいろいろな国の料理が登場
するので、地図で確かめてみるのも
いいですね。

590
「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。

11
628

３月～８月に収穫される「新ごぼう」
は、豊かな香りとやわらかい歯ごた
えが特徴です。旬のおいしさを味わ
いましょう。

7
614

5月１日は八十八夜でした。新茶の
季節になりましたね。若竹汁には、
旬のわかめとたけのこが入っていま
す。

6
649

給食のマーボー豆腐には、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。

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

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？


