
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）

やきとりふうに こめ　むぎ ぎゅうにゅう　とりにく いんげん　たまねぎ

きのこのみそしる さとう　ごま ちくわ　あぶらあげ えのきたけ　しめじ

火 むぎごはん でんぷん とうふ　わかめ　みそ

ミネストローネ こくとうしょくパン ぎゅうにゅう　ハム キャベツ　きゅうり

チーズサラダ あぶら　さとう　マカロニ チーズ　ベーコン にんじん　たまねぎ

水 こくとうしょくパン じゃがいも だいず パセリ　トマト

ぶたにくときのこの こめ　むぎ　でんぷん ぎゅうにゅう　ぶたにく エリンギ　しめじ　たまねぎ

　オイスターソースいため さとう　あぶら　 とりにく ピーマン　にんじん　にら

木 むぎごはん しるビーフン ビーフン　ごまあぶら きくらげ

あかうおのなんばんづけ こめ　むぎ　でんぷん ぎゅうにゅう　あかうお にんじん　たまねぎ

もずくじる あぶら　さとう とうふ　かまぼこ ピーマン　えのきたけ

金 むぎごはん ふりかけ もずく ねぎ

ジャージャーめん ミルクしょくパン ぎゅうにゅう　ぶたにく たまねぎ　しいたけ　しょうが

ちゅうかあえ ちゅうかめん　あぶら みそ　やきぶた にんにく　にんじん　もやし

月 ミルクしょくパン さとう　ごまあぶら キャベツ　きゅうり

にくじゃが こめ　じゃがいも ぎゅうにゅう きゅうり　にんじん

きゅうりとわかめのすのもの さとう　あぶら わかめ　ぎゅうにく たまねぎ　こんにゃく

火 ごはん なっとう ごま なっとう いんげん

タコミート コッペパン　こむぎこ ぎゅうにゅう　チーズ にんにく　しょうが　たまねぎ

コーンとまめのスープ あぶら　さとう ぶたにく　ベーコン コーン　にんじん　キャベツ

水 コッペパン チーズ ひよこまめ パセリ　トマト

さばのたつたあげ こめ　さとう ぎゅうにゅう　さば こまつな　もやし　ねぎ

こまつなのおひたし でんぷん　あぶら かつおぶし　あぶらあげ キャベツ　にんじん

木 ごはん じゃがいものみそしる じゃがいも とうふ　みそ たまねぎ　えのきたけ

なすとかぼちゃのカレー こめ　むぎ ぎゅうにゅう　ぶたにく にんじん　たまねぎ　なす

フルーツ＆ゼリー あぶら　こむぎこ チーズ かぼちゃ　しょうが　にんにく

金 むぎごはん マーガリン　ゼリー トマト　みかん　パイン　もも

コーンホワイトスープ キャロットパン ぎゅうにゅう　ベーコン にんじん　たまねぎ

カラフルソテー じゃがいも　あぶら しろいんげんまめ コーン　パセリ　キャベツ

月 キャロットパン ウインナー パプリカ　ピーマン

ちゅうかどんぶり 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　キャベツ

きりぼしだいこんのあえもの でんぷん　ごまあぶら いか　かまぼこ しいたけ　チンゲンサイ　もやし

火 むぎごはん さとう うずらたまご　ハム きりぼしだいこん　きゅうり

とりにくのハニーマスタードやき 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　おしむぎのスープ はちみつ　あぶら　さとう ぶたにく　 コーン　レモン　たまねぎ

水 ワンローフしょくパン いちご＆マーガリン むぎ　いちごジャム　マーガリン セロリ　しろねぎ　パセリ

やきうどん こめ　うどん ぎゅうにゅう　わかめ にんじん　たまねぎ　キャベツ

こんさいとナッツのサラダ あぶら　マヨネーズ ぶたにく　てんぷら　かまぼこ もやし　ねぎ　れんこん

木 わかめごはん アーモンド　ピーナッツ かつおぶし　ハム ごぼう　きゅうり

【和食の日】 こめ　さとう ぎゅうにゅう　あじ レモン　にんじん

あじのレモンじょうゆやき　ひじきとだいずのにもの ごまあぶら てんぷら　だいず　ひじき いんげん　なす　たまねぎ

金 ごはん 　　　　　　　なすのみそしる あぶら とうふ　あぶらあげ　みそ えのきたけ　ねぎ

なすとトマトのペンネ ミルクねじりパン　ペンネ ぎゅうにゅう　ベーコン なす　たまねぎ　にんじん

チップスサラダ オリーブあぶら　さとう チーズ ピーマン　トマト　キャベツ

水 ミルクねじりパン みかんジュース あぶら　じゃがいも きゅうり　みかんジュース

さけのしおやき こめ　むぎ　あぶら ぎゅうにゅう　さけ キャベツ　きゅうり

ばいにくあえ さとう わかめ　とうふ にんじん　うめ　たまねぎ

木 むぎごはん かぼちゃのみそしる あぶらあげ　みそ かぼちゃ　しめじ　ねぎ

とりにくとだいずのあげからめ こめ　でんぷん　あぶら ぎゅうにゅう　とりにく しょうが　きゅうり

そくせきづけ ごま　はるさめ だいず　かまぼこ キャベツ　にんじん　たくあん

金 ごはん はるさめじる さとう とうふ えのきたけ　ねぎ

ホキのマヨネーズやき パインパン　あぶら ぎゅうにゅう　ホキ キャベツ　きゅうり

ハムサラダ パンこ　マヨネーズ ハム　ベーコン こまつな　コーン　パセリ

月 パインパン こまつなとコーンのスープ さとう ひよこまめ にんじん　たまねぎ

なすのマーボーはるさめ こめ　むぎ ぎゅうにゅう　ぎゅうにく なす　しろねぎ　しいたけ

とうがんとたまごのスープ はるさめ　さとう　あぶら ぶたにく　みそ　とりにく にんにく　とうがん　たまねぎ

火 むぎごはん ごまあぶら　でんぷん たまご にんじん　チンゲンサイ　しょうが

キーマカレー ミルクコッペパン ぎゅうにゅう　ぶたにく にんじん　たまねぎ

ジャーマンスープ こむぎこ　マーガリン レンズまめ　チーズ レーズン　にんにく

水 ミルクコッペパン あぶら　じゃがいも ベーコン しょうが　パセリ

９がつの給食こんだて予定表
＜めあて＞　ただしい たべかたを しよう

戸　切　小　学　校

日
こんだてめい

ひとくちメッセージ

1
602

焼き鳥風煮は、鶏肉とちくわをいため
て、焼き鳥風に味付けています。ご飯が
すすむおかずです。

2
545

ミネストローネは、イタリアの家庭料理で
す。野菜を入れた具だくさんのスープの
ことで、日本ではトマトを入れたものが
親しまれています。

3
653

オイスターソースは、牡蠣（かき）から作
られる中国の調味料です。牡蠣のうま
みが料理のおいしさを引き立てます。

4
591

もずくは他の海藻にくっついて成長する
ので、「藻（も）につく」から「もずく」と名
づけられたといわれています。

7
646

ジャージャー麺は、中国の北京（ペキ
ン）地方の料理です。こいめの味付けを
した肉みそに、麺をからめて食べます。

8
643

納豆は、大豆を発酵（はっこう）させて作
ります。骨を丈夫にするビタミンやカル
シウムが豊富に含まれています。

9
637

ひよこ豆には鳥のくちばしのような突起
があり、その名の通り、ひよこに似た形
をしています。

10
696

小松菜はカルシウムを多く含む野菜で
す。牛乳だけでなく、いろいろな食品か
らカルシウムをとりましょう。

11
737

かぼちゃは漢字で「南瓜」と書きます。
きゅうりなどと同じ瓜（うり）の仲間です。

14
640

今日のスープには、白いんげん豆の
ペーストが入っています。世界にはいろ
いろな色や形をした豆があります。

15
656

今日は、豚肉やイカ、野菜などたくさん
の具を使ったうまみたっぷりの中華どん
ぶりです。ごはんにかけて食べましょう。

16
638

イギリスには麦の入ったスープ「スコッチ
ブロス」という料理があります。麦には食
物せんいが多く含まれています。

17
635

よく噛んで食べていますか？よく噛む
と、食べ物の味がよく分かり、よりおいし
く感じますよ。

18
600

なすはナス科の野菜です。トマトやじゃ
がいももナス科です。だから、花も似て
います。

23
665

ペンネは、ペン先の形をしています。マ
カロニのように穴があいているので、
ソースがよくからみます。

24
607

梅干しに含まれるクエン酸には、体の疲
れをとる、食べ物を腐りにくくするなどの
効果があります。

25
671

春雨は中国から伝わった食材ですが、
この名前は日本でつけられたものです。
中国語では春雨を「粉条（フェンティア
オ）」といいます。

28
629

こまめに水分補給をしていますか。お茶
や牛乳だけでなく、スープやサラダから
も水分補給ができますよ。

29
580

冬瓜（とうがん）の旬は夏です。皮が厚く
て丈夫なので、夏に収穫して冬まで保
存できることから名付けられたといわれ
ています。

30
601

カレー粉には、食欲を増進（ぞうしん）さ
せる効果があります。運動会に向けて、
しっかり食べて体力をつけましょう。

材料の都合で献立を変更することがあります。

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


