
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）

【正月料理①】 こめ　さとう ぎゅうにゅう　ぶり かぶ　にんじん

ぶりのてりやき　かぶのあまずづけ さといも こんぶ　とうふ ごぼう　だいこん

火 ごはん みそけんちんじる あぶらあげ　みそ こんにゃく　ねぎ

ビーフシチュー ミルクロールパン ぎゅうにゅう　　ツナ にんじん　たまねぎ　トマト

ツナサラダ じゃがいも　こむぎこ けんさんわぎゅう マッシュルーム　キャベツ

水 ミルクロールパン マーガリン　あぶら　さとう きゅうり　コーン　レモン

【正月料理②】 こめ　もちきび　さといも ぎゅうにゅう　とりにく だいこん　だいこんば

ぞうに　くろまめ しらたまもち　さとう かまぼこ　いりこ かぶのは　みずな

木 ななくさごはん いりこ ごま くろまめ にんじん　はくさい　しいたけ

かんこくふうにくじゃが こめ　むぎ ぎゅうにゅう　ハム たまねぎ　にんじん　こんにゃく

きりぼしだいこんのあえもの じゃがいも　あぶら けんさんわぎゅう えだまめ　きりぼしだいこん

金 むぎごはん さとう きゅうり　もやし

ふゆやさいのシチュー こめこパン　じゃがいも ぎゅうにゅう　とりにく かぶ　はくさい　ほうれんそう

コーンサラダ こむぎこ　マーガリン しろいんげんまめ　チーズ にんじん　たまねぎ　

月 こめこパン あぶら　さとう キャベツ　きゅうり　コーン

【明治の給食】 こめ　ごま ぎゅうにゅう　さけ キャベツ　こまつな

さけのしおやき　だいこんのみそしる さといも とうふ　あぶらあげ にんじん　たくあん

火 ごはん こまつなとたくあんのあえもの みそ だいこん　ねぎ

【昭和の給食】 コッペパン　マーガリン ぎゅうにゅう　くじら にんじん　たまねぎ　ピーマン

くじらのケチャップあえ さとう　あぶら あぶらあげ はくさい　だいこん

水 コッペパン すいとん　かくマーガリン こむぎこ　でんぷん こんにゃく　だいこんば

【平成の給食】 こめ　うどん　さとう　 ぎゅうにゅう　とりにく にんじん　たまねぎ　ねぎ

かしわうどん マヨネーズ ハム　ひじき　わかめ ブロッコリー　キャベツ

木 わかめごはん じばさんやさいとひじきのサラダ

けんさんわぎゅうの こめ　むぎ ぎゅうにゅう こんにゃく　たまねぎ　えのきたけ

　　たまごとじどんぶり　 さとう たまご　かまぼこ しいたけ　ねぎ　はくさい

金 むぎごはん ゆかりあえ けんさんわぎゅう キャベツ　にんじん　ゆかり

月

きびなごのたつたあげ こめ　むぎ　さとう ぎゅうにゅう　きびなご れんこん　にんじん

れんこんのきんぴら でんぷん　あぶら けんさんわぎゅう こんにゃく　いんげん

火 むぎごはん はくさいのみそしる ごま とうふ　あぶらあげ　みそ はくさい　しめじ　ねぎ

ポークビーンズ パインパン　じゃがいも ぎゅうにゅう　ぶたにく にんじん　たまねぎ

ブロッコリーとツナのサラダ あぶら　さとう だいず　ツナ ブロッコリー　キャベツ

水 パインパン レモン

【福岡県の郷土料理】　　　 こめ　さとう ぎゅうにゅう　はかたじどり にんじん　ごぼう　はくさい

はかたじどりのみずたき　　 マロニー とうふ　いか　とりにく えのきたけ　しろねぎ

木 はつごはん ぬたあえ　いちご わかめ　みそ しゅんぎく　キャベツ　いちご

けんさんわぎゅうカレー　　 こめ　むぎ　じゃがいも ぎゅうにゅう　チーズ　ハム にんじん　たまねぎ　しょうが

だいこんのマリネ あぶら　こむぎこ　マーガリン けんさんわぎゅう にんにく　トマト　だいこん

金 むぎごはん さとう きゅうり　レモン

材料の都合で献立を変更することがあります。

29
715

大根は部位によって味が違います。辛味の
少ない上部はサラダや大根おろしに、甘い
中間部はおでんなどの煮物に、辛味のある
下部はみそ汁や漬物に向いています。

26
632

白菜は、冬野菜のひとつです。寒くなるほ
ど甘みが増しておいしくなります。畑では、
白菜が霜に負けないように、一番外側の葉
を寄せてひもで束ねているそうです。

28
604

波津ごはんは、岡垣町の波津に昔から伝
わる混ぜごはんです。鶏肉の入った水炊き
や、酢味噌を使ったぬたあえは、福岡県の
郷土料理です。いちごは、岡垣町はもちろ
ん、福岡県の各地で作られています。

27
700

ブロッコリーには、ビタミン、ミネラル、食物
せんいなどの栄養素がたっぷりです。特に
ビタミンCが多く、風邪予防にぴったりの冬
野菜です。

22
585

牛には、乳用種と肉用種があります。牛乳
を出す牛も、最後は肉となって一生を終え
ます。牛の命に感謝していただきましょう。

25 べ ん と う の ひ

20
654

昭和時代、戦争が激しくなると食べ物が少
なくなり、給食も具の少ないすいとんだけに
なりました。戦後、くじらは貴重なたんぱく
源でした。

21
634

昭和時代の終わりに始まった米飯給食は、
平成時代になると回数が増えました。ま
た、地場産野菜を使うなど、食について学
べる献立に発展していきました。

18
614

今日の給食には、かぶ、はくさい、ほうれん
草、ブロッコリーなどの冬野菜をたくさん使
いました。しっかり食べて、寒さや風邪に負
けない体をつくりましょう。

19
565

明治時代、弁当を持ってこられない子ども
のために、おにぎり、焼き魚、漬物などを出
したのが給食の始まりといわれています。

14
597

正月は、幸せや豊作をもたらすその年の神
様を迎える年中行事として、昔から大切に
祝われてきました。それぞれの料理に意味
や願いが込められています。

15
626

今日の肉じゃがには、コチュジャンという韓
国の調味料を入れています。ピリッと辛い
味で、きっとご飯がすすみますよ。

12
644

お正月、おせち料理を食べましたか？おせ
ち料理には、焼き魚や酢の物などいろいろ
な料理が入ります。今日は、福岡県産天然
ぶりの照り焼きです。

13
678

日本で牛肉を食べる文化が広まったのは、
明治時代です。今日のビーフシチューに
は、県産和牛を使っています。コクのある
肉のうまみを味わいましょう。

１がつの給食こんだて予定表
＜めあて＞　かんしゃして たべよう

戸　切　小　学　校

日
こんだてめい

ひとくちメッセージ

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

おせち料理 なます
大根とにんじんで作る紅

白の酢の物。紅白の色は、

お祝いの水引を表し、縁

起がいいとされています。

黒豆
「まめまめしく」暮らせる

ようにという健康長寿の願

いと、黒い色で魔よけをす

る意味が込められています。

田作り
乾燥させた小魚を田んぼの

肥料にしていたことが名前

の由来。豊作を願う食べ物

です。別名「ごまめ」。

雑煮
地域によって汁の味付け、

もちの形、具などが違いま

す。博多雑煮にはブリ、か

つお菜、干し椎茸、焼き豆

腐、かまぼこ

などを入れます。

七草がゆ
春の七草から自然の芽吹

きをいただいて、一年の

無病息災を願います。

「すずな」はかぶ、

「すずしろ」は

大根のことです。

焼き魚
出世魚のぶりや鮭、「め

でたい」とかけた鯛など

を焼いたものが入ります。

12日(火)と14日(木)の給食には、1年の始まりにふさわしい様々な正月料理が登場します

日本の学校給食の歴史は、明治22年に山形県の小学校で貧しい子ども

たちへ昼食を出したのが始まりとされています。戦争が始まり給食は中

断されましたが、戦後、支援物資によって給食が再開されました。

1月24日～30日は、全国学校給食週間です。給食の歴史を知り、感謝

して食べましょう。

福岡県産和牛を使ったメニューが登場します。福岡県の補助事業を活用

し、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。

13日(水) ビーフシチュー 26日(火) れんこんの金平

15日(金) 韓国風肉じゃが 29日(金) 県産和牛カレー

22日(金) 県産和牛の卵とじ丼

19日(火)～21日(木)は

給食の歴史を学ぶ献立です
このマークのあるメニューは

県産和牛を使用しています


