
令和元年度

＜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）

このはどんぶり こめ　 ぎゅうにゅう　とりにく たまねぎ　しいたけ　ねぎ

にまめ さとう かまぼこ　あぶらあげ　たまご こまつな　もやし　キャベツ

金 ごはん おひたし かつおぶし　きんときまめ にんじん

にくじゃが こめ　むぎ　さとう ぎゅうにゅう　ししゃも にんじん　たまねぎ

やきししゃも じゃがいも ぎゅうにく　イカ こんにゃく　いんげん

火 むぎごはん ちぐさあえ あぶら あぶらあげ こまつな　キャベツ

とりにくのあかワインソース ワンローフしょくパン ぎゅうにゅう　とりにく きゅうり　キャベツ　にんじん

コーンサラダ　やさいスープ りんごジャム　でんぷん ベーコン コーン　レモン　たまねぎ

水 ワンローフしょくパン りんごジャム あぶら　さとう　バター パセリ

セルフおにぎり（こんぶ・やきのり） こめ　むぎ ぎゅうにゅう　こんぶ　のり にんじん　いんげん

だいずのいそに さとう　あぶら　 てんぷら　だいず　ひじき　みそ だいこん　はくさい

木 むぎごはん ぶたじる さといも ぶたにく　あぶらあげ　とうふ ごぼう　こんにゃく　ねぎ

きつねうどん こめ　うどん　さとう ぎゅうにゅう　わかめ 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 わかめごはん マヨネーズ ハム きゅうり

とうにゅうシチュー こめこパン　じゃがいも ぎゅうにゅう　とりにく にんじん　たまねぎ　

だいこんのマリネサラダ こむぎこ　バター チーズ　とうにゅう　 パセリ　だいこん

月 こめこパン あぶら　さとう ハム きゅうり　レモン

さわらのしおやき こめ　むぎ ぎゅうにゅう　さわら 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

火 むぎごはん きのこのみそしる ごま とうふ　わかめ　みそ たまねぎ

ポークビーンズ しょくパン　ココアクリーム 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　ハム ブロッコリー

水 しょくパン ココアクリーム さとう キャベツ　レモン

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

そくせきづけ さとう　あぶら　ごま とりレバー　かまぼこ キャベツ　きゅうり　にんじん

木 むぎごはん はるさめじる はるさめ とうふ たくあん　えのきたけ　ねぎ

おからだんごじる こめ　さとう　でんぷん ぎゅうにゅう　とりにく　とうふ にんじん　ごぼう　しょうが

かぼすあえ マロニー　ごま ひじき　あぶらあげ　おから はくさい　しろねぎ　えのきたけ

金 ひじきごはん みかん たまご　わかめ　しらすぼし キャベツ　きゅうり　かぼす　みかん

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

（ツナポテト、スライスチーズ） じゃがいも　あぶら ツナ　ベーコン しめじ　エリンギ　えのきたけ

月 しょくパン２まい しろいんげんのポタージュ　かき マヨネーズ　 しろいんげんまめ パセリ　かき

【和食の日】 こめ　さとう ぎゅうにゅう　さんま きりぼしだいこん　にんじん

さんまのしおやき　きりぼしだいこんのいために あぶら　さといも てんぷら　とうふ いんげん　こんにゃく

火 ごはん 　　　　　　　　はくさいのみそしる あぶらあげ　みそ はくさい　ねぎ

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　キャベツ

だいがくいも あぶら　さとう　みずあめ てんぷら　かまぼこ もやし　しいたけ　きくらげ　ねぎ

水 ミルクねじりパン さつまいも　くろごま

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

チップスサラダ こむぎこ　マーガリン　あぶら ぶたにく　ひよこまめ にんにく　しょうが　トマト

木 むぎごはん さとう レンズまめ　チーズ キャベツ　きゅうり

おでん こめ ぎゅうにゅう　とりにく　かまぼこ だいこん　こんにゃく　

ごまずあえ さといも　さとう うずらたまご　てんぷら ほうれんそう　にんじん

金 ごはん なっとう ごま　 あつあげ　こんぶ　なっとう もやし

ホキのチリソースやき けんさんむぎパン ぎゅうにゅう　ホキ たまねぎ　しょうが　にんにく

アーモンドサラダ　いちごジャム いちごジャム　さとう だいず　ベーコン キャベツ　きゅうり　にんじん

月 けんさんむぎパン こまつなとコーンのスープ あぶら　アーモンド レモン　こまつな　しめじ　コーン

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 こくとうビーンズ ごまあぶら　はるさめ　こくとう だいず きくらげ　チンゲンサイ

きのこのスパゲティ（きざみのり） キャロットパン 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　オリーブあぶら ハム　チーズ にんじん　たまねぎ　ほうれんそう

水 キャロットパン りんご バター　あぶら のり にんにく　キャベツ　きゅうり　りんご

【鹿児島県の郷土料理】 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

きびなごのたつたあげ あぶら　さつまいも ひじき　てんぷら　ぶたにく だいこん　はくさい

木 ごはん ひじきのいために　さつまじる とうふ　みそ こんにゃく　ねぎ

かんこくふうやきにく こめ　むぎ　あぶら ぎゅうにゅう　ぎゅうにく キャベツ　たまねぎ　ピーマン

たまごスープ さとう　ごまあぶら とりにく　たまご にんじん　もやし　にんにく

金 むぎごはん ごま　でんぷん みそ きくらげ　チンゲンサイ

麦ごはんが７回あります。

材料の都合で献立を変更することがあります。

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

戸　切　小　学　校

日
こんだてめい

ひとくちメッセージ

1
617

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。深まる秋を感じながら、ご飯にかけて
食べましょう。

5
654

「千草」は、いろいろな材料を使った料理
につける名前です。今日の千草和えに
は、野菜やイカ、油揚げが入っていま
す。

6 635
鶏肉の赤ワインソースは、揚げた鶏肉
に、ケチャップやソース、赤ワインなどを
煮詰めて作るソースをかけます。

7
633 今日は自分でおにぎりを作ります。いつ

も以上にていねいに手を洗いましょう。

8
637 今日は１１月８日、いい歯の日です。よく

噛んで食べて、健康な歯を保ちましょう。

11
642

今日のシチューは、牛乳の代わりに豆乳
を使っています。豆乳はゆでた大豆をす
りつぶして絞って作ります。絞りかすは
「おから」です。

12
610

さわらは大きくなるにつれてサゴシ→ヤ
ナギ→サワラと名前が変わる出世魚で
す。ふっくらと焼き上げたさわらを味わい
ましょう。

13
630

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。

14
640

レバーは肝臓のことです。レバーには、
血をつくるもとになる鉄分が多く含まれて
います。

15
605

今日は新メニューのひじきごはんの登場
です。ひじきは、昆布やわかめと同じ海
藻の仲間です。

18
665

柿にはビタミンCがみかんの２倍含まれ
ています。また、福岡県は柿の生産量が
全国第３位です。

19
627

さんまは刀のように細長い、秋が旬の魚
です。漢字で「秋刀魚」と書きます。脂が
のっておいしいですよ。

20
646

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。黒ゴマの風味も
おいしい一品です。

21
716

今日のカレーには、レンズ豆が入ってい
ます。虫メガネに使うガラスは、この豆に
似ていることから名付けられました。

22
629

おでんに入っている里芋は、日本で稲よ
り早く栽培されていました。縄文時代の
主食だったともいわれています。

25
609

今日のパンは、福岡県産小麦「ミナミノカ
オリ」で作られています。主食はエネル
ギーのもとになります。残さず食べましょ
う。

26
682

大豆は肉に代わるほど良質なたんぱく質
を含んでいることから、「畑の肉」と呼ば
れます。昔から日本の食卓に欠かせま
せん。

27
660

今日のスパゲティには、えのきたけ、しめ
じ、エリンギの３種類のきのこが入ってい
ます。きのこには、食物せんいが多く含
まれています。

28
644

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、鹿児島県でよく刺身やてんぷらにして
食べられています。

29
610

今日の焼肉には、韓国の調味料「コチュ
ジャン」を使っています。甘辛いトウガラ
シ味噌です。きっとご飯がすすみますよ。

おかがき産 

     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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