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＜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】 こめ　でんぷん ぎゅうにゅう　とりにく にんじん　はくさい

とりにくのてりやき さとう　さといも くろまめ かつおな　しいたけ

木 ごはん くろまめ　ぞうに しらたまもち　 かまぼこ　

【春の七草】 こめ　もちきび　 ぎゅうにゅう　さわら だいこん　だいこんば　かぶ

さわらのしおやき　かぶのあまずづけ さとう こんぶ　とうふ かぶのは　　にんじん

金 ななくさごはん みそけんちんじる さといも　あぶら みそ ごぼう　こんにゃく　ねぎ せり

マーボーどうふ こめ　むぎ ぎゅうにゅう　ぎゅうにく しろねぎ　しいたけ　しょうが

ちゅうかはるさめサラダ さとう　ごまあぶら　 あぶら ぶたにく　とうふ にんにく　にんじん　もやし

火 むぎごはん でんぷん　はるさめ　 みそ　やきぶた キャベツ　きゅうり

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

ブロッコリーサラダ こむぎこ　バター　あぶら チーズ　ツナ にんじん　たまねぎ　

水 こめこパン さとう ブロッコリー　キャベツ　レモン

カレーにくじゃが こめ　むぎ ぎゅうにゅう　ぎゅうにく にんじん　たまねぎ

きりぼしだいこんのあえもの じゃがいも　あぶら ししゃも　だいず えだまめ　きりぼしだいこん

木 むぎごはん やきししゃも さとう ハム きゅうり　もやし

【和食の日】 こめ　さとう ぎゅうにゅう　あじ にんじん　ごぼう　れんこん　にんにく

　　あじのこうみやき　ちくぜんに ごまあぶら　あぶら とりにく　とうふ こんにゃく　しいたけ　いんげん

金 ごはん 　　　　　　　　はくさいのみそしる さとう あぶらあげ　わかめ　みそ はくさい　えのきたけ　たまねぎ

にしょくドッグ せわりミルクコッペパン　さとう ぎゅうにゅう　ウインナー にんじん　きゅうり

（ウインナー　ポテトサラダ） じゃがいも　あぶら とりにく しめじ　たまねぎ

月 せわりミルクコッペパン たまごスープ マヨネーズ　でんぷん たまご ほうれんそう

【明治の給食】 こめ　むぎ　 ぎゅうにゅう　さけ キャベツ　こまつな

さけのしおやき ごま とうふ　あぶらあげ にんじん　たくあん

火 むぎごはん そくせきづけ　だいこんのみそしる さといも 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　マーガリン こむぎこ 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 しいたけ　にんじん　たまねぎ

ごもくうどん あぶら てんぷら　かまぼこ ブロッコリー　キャベツ

木 わかめごはん じばさんやさいのサラダ ツナ　わかめ みずな　ねぎ

【福岡県の郷土料理】　　　 こめ　さとう ぎゅうにゅう　とりにく にんじん　ごぼう　はくさい

みずたき　ぬたあえ マロニー とうふ　いか えのきたけ　しろねぎ

金 はつごはん ぽんかん わかめ　みそ しゅんぎく　キャベツ　ぽんかん

月

さばのレモンじょうゆやき こめ　さとう　ごまあぶら ぎゅうにゅう　さば レモン　なのはな　キャベツ

なのはなのごまあえ ごま　さといも ちくわ　とりにく もやし　にんじん　はくさい

火 ごはん ごじる とうふ　だいず　みそ ねぎ

チャンポン ミルクねじりパン ぎゅうにゅう　ぶたにく にんじん　たまねぎ

チェンジュワンズ ちゅうかめん　もちごめ 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 チーズ あぶら とりにく　チーズ きくらげ　ねぎ　しょうが　しろねぎ

とりにくとだいずのあげからめ こめ　むぎ 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 でんぷん　あぶら　さとう だいず　わかめ にんじん　しいたけ

木 むぎごはん すましじる ごま とうふ　かまぼこ 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　しょうが

チップスサラダ あぶら　こむぎこ　マーガリン チーズ にんにく　トマト

金 むぎごはん さとう キャベツ　きゅうり

材料の都合で献立を変更することがあります。

30
687

大根は昔から日本で作られていました。戦
前には「大根めし」といって米の代わりに
使っていたこともあります。

31
692

カレーはもともとインド料理です。インドで
は、たくさんのスパイスをきかせた煮込み料
理を全てカレーと呼ぶそうです。

28
674

野菜の花という意味から名前がついた菜の
花は、おひたしや和え物としてよく食べられ
ます。一足早く春の訪れを知らせてくれる野
菜です。

29
629

チーズは牛乳から作られる乳製品のひとつ
です。牛乳の豊かな栄養がぎゅっとつまって
いて、少しの量でたくさんのカルシウムがと
れます。

24
642

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。水炊きは、水から鶏肉を
煮込み、野菜などを入れて作る福岡県の郷
土鍋です。

27 べ ん と う の ひ

22
650

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。

23
547

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育を意識した献立
に発展していきました。

20
695

人がたくさんいる教室では、空気が汚れ、ほ
こりに風邪のウイルスがつくこともあります。
寒い冬ですが、給食の前には換気を心がけ
ましょう。

21
592

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、塩鮭、漬物などを出した
のが給食の始まりといわれています。

16
681

今日の肉じゃがは、カレー粉を入れてご飯
が進むおかずにしました。大豆や枝豆も入
れて、彩りよく栄養たっぷりの一品です。

17
622

筑前煮は九州北部地方の郷土料理です。
昔、福岡県北部を「筑前（ちくぜん）の国」と
呼んでいたことから名付けられました。

14
650

マーボー豆腐にはトウバンジャンという中国
の調味料を使います。辛くなりすぎないよう
に味付けを工夫しています。

15
606

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。

9
679

正月料理は、それぞれの料理に縁起の良い
意味があります。黒豆には、まめに働き、健
康に過ごせますようにという意味が込められ
ています。

10
607

日本では１月７日に、野草の強い生命力に
あやかり、健康と長生きを願って「七草がゆ」
を食べる習慣があります。正月のごちそうで
疲れた胃腸をいたわりましょう。

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

１月24～30日は全国学校給食週間です。 のイラストのある4日間は、給食の歴史や郷土料理を学ぶ献立にし

ました。給食はたくさんの人に支えられています。感謝の心を忘れないようにしましょう。
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明治22年

「おにぎり、塩ザケ、漬物」

昭和22年

「脱脂粉乳、トマトシチュー」
昭和27年

「コッペパン、ジャム、脱脂粉乳、

くじらの竜田揚げ、千切りキャベツ」

昭和52年

「カレーライス、牛乳、

塩もみサラダ、バナナ」

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。

昭和17年

「すいとんのみそ汁」


