
１～５年生全員配布

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）

にくだんごスープ しょくパン　マーガリン ぎゅうにゅう　ぶたにく しょうが　キャベツ　にんじん

ジャーマンポテトふう はちみつ　でんぷん とうふ　ベーコン たまねぎ　しめじ　ねぎ　

月 しょくパン はちみつ＆マーガリン はるさめ　　じゃがいも　バター たまご パセリ

【ひな祭り献立】 こめ　さとう ぎゅうにゅう　とりにく にんじん　ごぼう　しいたけ

さけのしおやき　おひたし ふ さけ　かつおぶし いんげん　ほうれんそう　もやし

火 ちらしずし すましじる　ひなまつりデザート ひなまつりデザート かまぼこ　わかめ　とうふ キャベツ　えのきたけ　

とりのからあげ（２こ） ミルクロールパン　 ぎゅうにゅう　とりにく しょうが　にんにく　コーン

コーンサラダ でんぷん　あぶら ベーコン キャベツ　きゅうり　パセリ

水 ミルクロールパン やさいスープ さとう　 レモン　にんじん　たまねぎ

さばのホイルやき こめ　むぎ　さとう ぎゅうにゅう　さば　みそ にんじん　いんげん

だいずのいそに さといも　あぶら だいず　ひじき　てんぷら だいこん　れんこん

木 むぎごはん だぶじる でんぷん とりにく　あつあげ　かまぼこ しいたけ　こんにゃく　ねぎ

カレーライス 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　にんにく

ヨーグルトあえ あぶら　こむぎこ　マーガリン チーズ　ヨーグルト しょうが　トマト　バナナ

金 むぎごはん さとう みかん　パイン　もも

マカロニグラタン ワンローフしょくパン　マカロニ ぎゅうにゅう　とりにく たまねぎ　しめじ　パセリ

ジャーマンスープ りんごジャム　じゃがいも チーズ　ベーコン にんじん

月 ワンローフしょくパン りんごジャム こむぎこ　バター　あぶら コーン

きつねうどん こめ　うどん ぎゅうにゅう　あぶらあげ にんじん　たまねぎ

アーモンドあえ さとう　アーモンド とりにく　しらすぼし ねぎ　ほうれんそう

火 うめちりごはん ごま キャベツ　もやし　うめ

セルフバーガー ミルクまるパン　あぶら ぎゅうにゅう　チーズ　 たまねぎ　キャベツ

（ハンバーグ、ボイルキャベツ、スライスチーズ） パンこ　さとう ぎゅうにく　ぶたにく　とうふ にんじん　こまつな

水 ミルクまるパンよこわり こまつなとコーンのスープ たまご　ベーコン しめじ　コーン

【和食の日】 こめ　こむぎこ　あぶら ぎゅうにゅう　ちくわ　たまご はくさい　きゅうり　にんじん

ちくわのいそべあげ　はくさいのサラダ さとう あおのり　とうふ レモン　たまねぎ

木 ごはん とうふのみそしる みそ　あぶらあげ　ツナ えのきたけ　ねぎ

さわらのしおやき こめ　もちごめ　 ぎゅうにゅう　あずき ほうれんそう　もやし

ごまあえ さとう　でんぷん さわら　たまご にんじん　えのきたけ

金 せきはん かきたまじる　おいわいデザート ごま　おいわいデザート とうふ　かまぼこ ねぎ

スパゲティミートソース パインパン　スパゲティ ぎゅうにゅう　ぎゅうにく にんじん　たまねぎ

ブロッコリーサラダ あぶら　さとう ぶたにく　チーズ グリンピース　ブロッコリー

月 パインパン ハム キャベツ　レモン

火

クリームシチュー ミルクねじりパン　 ぎゅうにゅう　とりにく にんじん　たまねぎ　コーン

ツナサラダ じゃがいも　こむぎこ チーズ　ツナ グリンピース　キャベツ

水 ミルクねじりパン いちご バター　あぶら　さとう きゅうり　レモン　いちご

ホキのなのはなやき こめ　むぎ　マヨネーズ ぎゅうにゅう　ホキ　 コーン　ほうれんそう　キャベツ

そくせきづけ ごま　さといも　あぶら　 ぶたにく　あぶらあげ きゅうり　にんじん　ねぎ

木 むぎごはん ぶたじる とうふ　みそ　こんぶ だいこん　はくさい　ごぼう　こんにゃく

※ 材料の都合で献立を変更することがあります。

３がつの給食こんだて予定表
 ＜めあて＞  きゅうしょくの はんせいを しよう

戸　切　小　学　校（１～５年生）

日
こんだてめい

ひとくちメッセージ

2
646

体は寒さからも相当なストレスを受けていま
す。ビタミンたっぷりの野菜や果物を食べてス
トレスに負けない体づくりを心がけましょう。

3
619

３月３日は桃の節句、ひなまつりです。ちらし
寿司やはまぐりのお吸い物、ひしもち、ひなあ
られなどの伝統的なお祝い料理があります。

4
697

鶏のから揚げは、すりおろしたにんにくと生
姜、調味料でとり肉に下味をつけています。そ
の後、でんぷんをまぶし、給食室の大きな釜で
ジューシーに揚げています。

5
686

さばのホイル焼きは、さばに味噌だれを塗って
蒸し焼きにしたものです。骨まで柔らかく食べ
やすい、人気メニューのひとつです。甘辛い味
付けで、ご飯がすすみます。

6
717

給食のカレーは、小麦粉から炒めてルウを作
ります。調理員さんの手間と愛情たっぷりのカ
レーです。本格的なスパイスも使っています。

9
642

「グラタン」は、「焦げ目をつける」という意味の
フランス語から名付けられました。焼き過ぎて
焦げてしまった料理がおいしかったことから生
まれたと言われています。

10
586

もやしは、芽が出るという意味の「萌ゆ」から
「萌やし」と変化し、名前が付きました。豆類か
ら芽が出た野菜で、食物繊維やビタミンがたっ
ぷりです。

11
675

パンにはさむハンバーグは、調理員さんの手
作りです。ハンバーガーを作る時は、きれいに
手を洗いましょう。

12
572

ちくわは、魚のすり身からできています。鮮度
が落ちやすい魚を長く保存することができま
す。海外でも、魚のすり身は「surimi」と呼ばれ
ています。

13
568

今日は赤飯と鰆（さわら）で６年生のみなさん
の門出を祝います。鰆は、大きくなるにつれて
サゴシ→ヤナギ→サワラと名前を変える出世
魚です。

19
682

ホキの菜の花焼きは、コーンの黄色とほうれ
ん草の緑色で菜の花をイメージしています。今
年度最後の給食を味わいましょう。

16
658

今日は６年生にとって小学校最後の給食で
す。味わって食べて下さい。中学校に行っても
しっかり食べて、大きくなってくださいね。

17

そ つ ぎ ょ う し き
18

605
福岡県で生産されるいちご「あまおう」は、「赤
い、丸い、大きい、うまい」の頭文字から名付
けられています。

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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１年間の給食はいかがでしたか？苦手な食べ物が食べられるよう

になった、今まで知らなかった食べ物や料理を味わうことができた、

食事のマナーに気をつけることができた、友達と協力して準備片付

けができた、など給食を通して「食」についてたくさん学び、成長した

１年間だったのではないでしょうか。

今は、心も体も成長する大事な時期です。自分の体は自分の食

べたものでできていることを忘れず、これからも楽しく味わって給食

を食べてくださいね。


