
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）

とりのてりやき こめ　むぎ　さとう ぎゅうにゅう　とりにく ごぼう　にんじん　いんげん

きんぴらごぼう でんぷん　ごま ぶたにく　とうふ こんにゃく　たまねぎ

木 むぎごはん じゃがいものみそしる あぶら　じゃがいも わかめ　みそ しめじ

さわらのしおやき こめ　さとう ぎゅうにゅう　とりにく にんじん　たけのこ　しいたけ

ほうれんそうのおひたし あぶらあげ　さわら　とうふ えだまめ　ほうれんそう

金 たけのこごはん すましじる かまぼこ　かつおぶし もやし　えのきたけ　ねぎ

やきそば しょくパン　マーガリン ぎゅうにゅう　ぶたにく にんじん　たまねぎ　もやし

シュウマイ（２こ） ちゅうかめん　あぶら かまぼこ　てんぷら キャベツ　しいたけ　ねぎ

月 しょくパン オレンジ　マーガリン こむぎこ かつおぶし オレンジ

火

ツナサラダ　スライスチーズ かしわがたミルクパン ぎゅうにゅう　チーズ にんじん　たまねぎ　

ミネストローネ じゃがいも　マヨネーズ ツナ　ベーコン きゅうり　キャベツ

水 かしわがたミルクパン マカロニ　さとう　あぶら だいず パセリ　トマト

はるやさいのうまに こめ　じゃがいも ぎゅうにゅう　とりにく にんじん　たまねぎ

やきししゃも さとう　あぶら てんぷら　あつあげ たけのこ　ふき　ごぼう

木 ごはん ちぐさあえ ちくわ　あぶらあげ　ししゃも こまつな　キャベツ

カレーライス 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　しょうが

チップスサラダ こむぎこ　マーガリン チーズ にんにく　　トマト　

金 むぎごはん じゃがいも　さとう きゅうり　キャベツ

にくだんごスープ キャロットパン　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

ごぼうのサラダ はるさめ　あぶら ぶたにく　とうふ　たまご キャベツ　しいたけ　ねぎ

月 キャロットパン ごま　マヨネーズ ツナ ごぼう　きゅうり

きつねうどん こめ　うどん　さとう ぎゅうにゅう　あぶらあげ コーン　だいこんば

はるキャベツのおかかあえ とりにく　ちくわ にんじん　たまねぎ　ねぎ

火 なのはなごはん かつおぶし キャベツ　もやし

ポークビーンズ こくとうパン　じゃがいも 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 あぶら　さとう だいず　ヨーグルト バナナ　みかん　パイン

水 こくとうパン もも

【和食の日】さけのつけやき こめ　さとう　でんぷん ぎゅうにゅう　さけ にんじん　とうみょう

ひじきのいために あぶら ひじき　てんぷら　わかめ たまねぎ　キャベツ　

木 ごはん キャベツのみそしる あぶらあげ　とうふ　みそ しめじ

ぶたにくとじゃがいものにもの こめ　むぎ ぎゅうにゅう　ぶたにく にんじん　たまねぎ　

わかめのすのもの じゃがいも　さとう わかめ　 えだまめ　こんにゃく

金 むぎごはん あぶら　ごま キャベツ　きゅうり

コーンシチュー ワンローフパン　いちごジャム ぎゅうにゅう　とりにく にんじん　たまねぎ　コーン

ハムサラダ じゃがいも　こむぎこ チーズ　ハム パセリ　キャベツ　きゅうり

月 ワンローフパン いちごジャム マーガリン　あぶら　さとう

とりにくとレバーのあげからめ こめ　むぎ　でんぷん ぎゅうにゅう　とりにく しょうが　にんにく　ごぼう

みそけんちんじる あぶら　さとう とりレバー にんじん　だいこん

火 むぎごはん じゃがいも とうふ　みそ こんにゃく　ねぎ

スパゲティナポリタン パインパン　スパゲティ ぎゅうにゅう　ベーコン にんじん　たまねぎ　

アーモンドサラダ あぶら　アーモンド チーズ　 ピーマン　トマト

水 パインパン さとう　 キャベツ　きゅうり　レモン

金

材料の都合で献立を変更することがあります。

かまぼこなどの練り製品、ハムなどの肉加工品は卵・小麦の入っていない製品を使用しています。
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４がつの給食こんだて予定表
＜めあて＞当番
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内　浦　小　学　校（２年～６年）

12
653

パンを食べる手はきれいですか。給
食を食べる前は、ていねいに手を洗
い、清潔なハンカチでふきましょう。

日
こんだてめい

ひとくちメッセージ

8
657

9

給食の前に、しっかり手を洗いました
か。今日は新しい学年で初めて食べ
る給食です。仲良く楽しい給食時間を
過ごしてくださいね。

たけのこの成長はとても早く、１日に１
メートル伸びることもあります。今が
旬のたけのこの歯ごたえや香りを楽
しみましょう。
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今日はセルフサンドができる献立で
す。柏型パンをじょうずに開いて、ツ
ナサラダとスライスチーズをはさんで
食べましょう。

ふきは、春が旬の山菜です。給食で
使うふきは長さが１ｍくらいあります。
ほろ苦い味が特徴です。春の香りを
楽しみましょう。

今日から1年生の給食が始まります。
1年生の皆さん、初めて食べる給食は
おいしいですか。お友だちと一緒に、
静かに食べてくださいね。

給食の肉団子は調理員さんがスープ
にひとつずつ摘み入れて作ります。
豆腐を入れることで、ふんわり柔らか
く仕上がります。

655

649

611

  入
に ゅ う

　学
が く

　式
し き

632

　内浦
う ち う ら

オリエンテーリング　（弁当
べ ん と う

の日
ひ

）

毎日、朝ご飯を食べていますか。元
気に過ごすために、早起きして朝ご
飯を食べて、生活のリズムを整えま
しょう。

レバーは肝臓（かんぞう）のことです。
今日は鶏のレバーを使っています。
目に良いビタミンAや、血をつくる鉄分
がたっぷり含まれています。

686

菜の花ご飯は、コーンと大根の葉を
混ぜたご飯です。黄色と緑の彩りが
菜の花のようにかわいらしいです。

元気に体を動かして丈夫な体をつくり
ましょう。体を動かすことでお腹がす
いてよく食べることができるようになり
ます。

毎月19日は食育の日です。岡垣町で
は、毎月19日前後に、岡垣町産のお
米を使った和食献立を実施していま
す。

じゃがいもには、味わいの異なる多く
の品種があります。給食では煮くずれ
しにくい「メークイン」を使っています。

給食のサラダで使う野菜は、水を流し
ながら３回洗って、蒸気で蒸していま
す。また、ドレッシングは給食室の手
作りです。
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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。

進級おめでとうございます。

新しい学年で、お友達や先生といっしょに、

毎日楽しい気持ちで給食をたべてくださいね。

おかがき産

元気にあいさつを

しましょう

朝ご飯をしっかり

食べましょう

食事の前は

手洗いを忘れずに！

給食当番は

安全にも

気をつけて！

☆献立表の活用☆
①献立をチェック！

その日の献立をチェックし、給食に出ていない食品を積

極的に、朝食・夕食に出すようにしましょう。自然と栄養

バランスがとれてきます。

②会話の糸口に！ 「今日、給食で何食べた？」

その日に食べた給食について、お話をしてみてくだ

さい。子どもたちとの会話の中で、食べ物への関心

を持たせたり、少しでも嫌いなものが減るように応

援しましょう。


