
令和２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）

ペンネのミートソース ミルクロールパン ぎゅうにゅう　ぎゅうにく たまねぎ　にんじん

チップスサラダ ペンネマカロニ ぶたにく　チーズ キャベツ　きゅうり

月 ミルクロールパン あぶら　さとう　じゃがいも

ポテトグラタン けんさんむぎパン ぎゅうにゅう　とりにく たまねぎ　しめじ　コーン

やさいスープ じゃがいも　こむぎこ　 チーズ　ベーコン キャベツ　にんじん

水 けんさんむぎパン マーガリン　あぶら パセリ

さわらのしおやき こめ　むぎ　さとう ぎゅうにゅう　さわら キャベツ

そくせきづけ ごま とうふ　わかめ きゅうり　にんじん

木 むぎごはん じゃがいものみそしる じゃがいも あぶらあげ　みそ たくあん　たまねぎ

きつねうどん こめ　うどん　さとう ぎゅうにゅう にんじん　たまねぎ

こんさいとナッツのサラダ ピーナッツ　アーモンド あぶらあげ　とりにく ねぎ　れんこん　ごぼう

金 ゆかりごはん マヨネーズ ハム きゅうり　ゆかり

月
こうやどうふのにもの こめ　むぎ　じゃがいも ぎゅうにゅう　とりにく こんにゃく　にんじん

ほうれんそうのごまあえ さとう　あぶら　ごま こうやどうふ たまねぎ　しいたけ　いんげん

火 むぎごはん ふりかけ ほうれんそう　もやし

ポークビーンズ ワンローフしょくパン　りんごジャム ぎゅうにゅう　ぶたにく にんじん　たまねぎ

ブロッコリーサラダ じゃがいも　あぶら だいず　ツナ ブロッコリー

水 ワンローフしょくパン りんごジャム さとう キャベツ　レモン

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　だいこん　もやし

だいこんのすのもの さとう　あぶら だいず　かまぼこ にんじん　しいたけ　ねぎ

木 むぎごはん すましじる とうふ　わかめ うめ

あじのこうみやき こめ ぎゅうにゅう　あじ れんこん　にんじん　こんにゃく

れんこんのきんぴら さとう　あぶら ぶたにく　あぶらあげ いんげん　しめじ　えのきたけ

金 ごはん きのこのみそしる ごま　ごまあぶら とうふ　みそ たまねぎ　にんにく　ねぎ

ホキのチリソースやき こめこパン ぎゅうにゅう　ホキ たまねぎ　しょうが　にんにく

ポトフ さとう　あぶら だいず　とりにく キャベツ　にんじん

月 こめこパン じゃがいも

このはどんぶり こめ　さとう ぎゅうにゅう　とりにく　かまぼこ たまねぎ　しいたけ　ねぎ

にまめ あぶらあげ　たまご　わかめ キャベツ　きゅうり

火 ごはん かぼすあえ しらすぼし　きんときまめ にんじん　かぼす

ちゃんぽん ミルクねじりパン　ちゅうかめん ぎゅうにゅう　ぶたにく にんじん　たまねぎ

だいがくいも あぶら　さとう　みずあめ てんぷら　かまぼこ キャベツ　もやし　しいたけ

水 ミルクねじりパン さつまいも　くろごま コーン　ねぎ

【和食の日】 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

さばのしおやき　ごじる あぶら　さといも てんぷら　とうふ いんげん　こんにゃく

木 ごはん きりぼしだいこんのいために だいず　とりにく　みそ はくさい　ねぎ

ひきにくとまめのカレー こめ　むぎ　じゃがいも ぎゅうにゅう　ぎゅうにく にんじん　たまねぎ

ハムサラダ こむぎこ　マーガリン ぶたにく　ひよこまめ にんにく　しょうが　トマト

金 むぎごはん あぶら　さとう レンズまめ　チーズ　ハム キャベツ　きゅうり

ジャージャンどうふ こめ　むぎ　さとう　 ぎゅうにゅう　ぶたにく にんじん　キャベツ　しいたけ

ちゅうかはるさめスープ あぶら　でんぷん あつあげ　みそ　とりにく しょうが　ねぎ　たまねぎ

火 むぎごはん ごまあぶら　はるさめ チンゲンサイ　もやし

セルフサンド しょくパン　マカロニ ぎゅうにゅう　チーズ にんじん　たまねぎ

（ポテトサラダ・スライスチーズ） さとう　じゃがいも ベーコン　だいず キャベツ　パセリ

水 しょくパン ミネストローネ あぶら　マヨネーズ　 ツナ トマト　きゅうり

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

ひじきのいために あぶら　さつまいも ひじき　てんぷら　とりにく だいこん　はくさい　ごぼう

木 ごはん さつまじる とうふ　みそ こんにゃく　ねぎ

おでん こめ　むぎ ぎゅうにゅう　とりにく　かまぼこ だいこん　こんにゃく　

おかかあえ さといも　さとう うずらたまご　てんぷら　あつあげ ほうれんそう　にんじん

金 むぎごはん なっとう こんぶ　かつおぶし　なっとう もやし　はくさい

きのこのスパゲティ パインパン ぎゅうにゅう　ベーコン えのきたけ　しめじ　エリンギ

チーズサラダ スパゲティ　さとう ハム　チーズ にんじん　たまねぎ　ほうれんそう

月 パインパン りんご バター　あぶら にんにく　キャベツ　きゅうり　りんご

材料の都合で献立を変更することがあります。

30
628

今日のスパゲティには、えのきたけ、し
めじ、エリンギが入っています。きのこ
には、食物せんいが多く含まれていま
す。

9 べ ん と う の ひ

26
635

きびなごは、鹿児島近海でよくとれる
体長10㎝ほどの魚です。銀色の模様
が美しく、鹿児島県では刺身やてんぷ
らでよく食べられています。

27
640

今日のおでんには、福岡県の「はかた
地どり」を使っています。さくっとした歯
切れの良さと、噛むほどに増すうまみ
が特徴です。

24
645

ジャージャン豆腐に入っている厚揚げ
は、豆腐を油で揚げたものです。表面
はきつね色ですが、中は豆腐のままで
す。

25
640

ミネストローネに入っている豆は、大豆
です。からだをつくるもとになるたんぱ
く質が多く、「畑の肉」とも呼ばれる優
れた食品です。

19
639

呉（ご）とは、大豆をすりつぶしたもの
です。呉を入れた汁を、呉汁といいま
す。ふわっとした口当たりと、大豆のつ
ぶつぶ感を楽しんでください。

20
718

今日のカレーには、ひよこ豆とレンズ
豆が入っています。レンズ豆は、コンタ
クトレンズのように小さくて平たい形を
しています。

17
612

木の葉どんぶりには、舞い散る木の葉
に見立てて切ったかまぼこが入ってい
ます。ご飯にかけて食べましょう。

18
645

大学芋は、油で揚げたさつまいもに甘
いタレをまぶして作ります。旬のさつま
いものほくほくした食感と、黒ゴマの風
味を味わいましょう。

13
600

昔、みそはほとんどが自家製で、自分
が作ったみそを互いに自慢していまし
た。今でも、自分自身を自慢することを
「手前みそ」といいます。

16
572

今日のパンには、国産の小麦粉と米
粉が使われています。もちもちとした
食感と、お米の風味を感じられます。

11
618

ポークビーンズは、アメリカの家庭料
理です。豚肉や豆、トマトなどの野菜を
煮込んで作ります。

12
668

大豆には、米を主食とする日本人が不
足しがちなアミノ酸「リジン」が多く含ま
れています。米と大豆はとても相性の
良い組み合わせです。

10
583

高野豆腐は、豆腐を凍らせた後、乾燥
させて作ります。日本に昔から伝わる
保存食です。水で戻して柔らかくして料
理に使います。

5
573

日本食には大豆製品が欠かせませ
ん。今日の給食に出ている豆腐、油揚
げ、みそは、全て大豆からできていま
す。

6
632

１１月８日はいい歯の日です。よく噛ん
で食べると、だ液がたくさん出て、虫歯
を予防します。健康な歯を保ちたいで
すね。

2
640

チップスサラダは、ポテトチップスのざ
くざくとした食感が楽しい人気メニュー
です。野菜もしっかり食べて、寒さに負
けない体をつくりましょう。

4
639

給食のパンは、水巻町にあるパン工場
で作られています。今日のパンには、
福岡県産小麦「ミナミノカオリ」が使わ
れています。

１１がつの給食こんだて予定表
＜めあて＞　すききらいを しないで たべよう
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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。
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