
＜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)

はなやさいのシチュー ワンローフしょくパン ぎゅうにゅう　ぶたにく にんじん　たまねぎ　

ハムサラダ ココアクリーム　バター　あぶら チーズ　ハム ブロッコリー　カリフラワー

月 ワンローフしょくパン ココアクリーム じゃがいも　こむぎこ　さとう キャベツ　きゅうり

みそにこみうどん こめ　さつまいも ぎゅうにゅう　とりにく たまねぎ　にんじん　はくさい

おかかあえ うどん　あぶら　さとう かまぼこ　みそ ごぼう　えのきたけ　ねぎ

火 いもごはん かつおぶし もやし　ほうれんそう

【世界の料理　ドイツ】 ライむぎパン ぎゅうにゅう　ぶたにく キャベツ　にんじん　レモン

カリーブルスト　じゃがいものスープ りんご＆マーガリン ウインナー たまねぎ　パセリ

水 ライむぎパン すキャベツ　りんご＆マーガリン じゃがいも　さとう　あぶら

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　はくさい

ごぼうのサラダ でんぷん　マヨネーズ いか　かまぼこ しいたけ　チンゲンサイ

木 むぎごはん さとう　ごま　ごまあぶら うずらたまご　ツナ ごぼう　きゅうり

さばのおろしに こめ　むぎ　こむぎこ ぎゅうにゅう　さば だいこん　キャベツ　きゅうり

そくせきづけ あぶら　でんぷん こんぶ　かまぼこ にんじん　えのきたけ

金 むぎごはん はるさめじる ごま　はるさめ とうふ ねぎ

月

やきししゃも こめ　さとう ぎゅうにゅう　ししゃも にんじん　いんげん

ひじきのいために あぶら　さといも ひじき　てんぷら　とうふ だいこん　はくさい

火 ごはん ぶたじる ぶたにく　あぶらあげ　みそ ごぼう　こんにゃく　ねぎ

スパゲティミートソース ミルクコッペパン ぎゅうにゅう　ぎゅうにく にんじん　たまねぎ

だいこんのマリネ スパゲティ　あぶら ぶたにく　チーズ グリンピース　レモン

水 ミルクコッペパン さとう ハム だいこん　きゅうり

ふゆやさいのカレー こめ　むぎ　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

はくさいのサラダ あぶら　こむぎこ　さとう チーズ　ツナ れんこん　ブロッコリー　しょうが　

木 むぎごはん マーガリン にんにく　はくさい　きゅうり　レモン

すきやき こめ　むぎ　ふ ぎゅうにゅう　ぎゅうにく たまねぎ　はくさい　ねぎ

ちくわとこまつなのあえもの さとう　あぶら とうふ　ちくわ しゅんぎく　こまつな　もやし

金 むぎごはん みかん こんにゃく　にんじん　みかん

ラーメン パインパン　ちゅうかめん ぎゅうにゅう　やきぶた にんじん　もやし

アーモンドあえ ごまあぶら　アーモンド ぶたにく　とりにく しょうが　ねぎ　きくらげ

月 パインパン シュウマイ（２こ） さとう　こむぎこ ほうれんそう　キャベツ

ちゃんこなべ こめ　むぎ　マロニー ぎゅうにゅう　とりにく にんじん　いんげん

だいずのいそに さとう　あぶら たまご　だいず　てんぷら しょうが　はくさい　ねぎ

火 むぎごはん ふりかけ でんぷん とうふ　こんぶ　 にんじん　えのきたけ

とりのからあげ（２こ） しょくパン　いちごジャム ぎゅうにゅう　とりにく キャベツ　きゅうり　にんじん

コーンサラダ でんぷん　あぶら コーン　しょうが　にんにく

水 しょくパン やさいスープ　いちごジャム じゃがいも　さとう レモン　たまねぎ　パセリ

【冬至献立　和食の日】 こめ　さとう ぎゅうにゅう　さわら にんじん　はくさい　ゆず

さわらのこうみやき　ゆずあえ ごまあぶら わかめ　とうふ きゅうり　だいこん　にんにく

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

【リザーブきゅうしょく】 こめ　バター　さとう ぎゅうにゅう　とりにく にんじん　たまねぎ　トマト

ブロッコリーサラダ あぶら　でんぷん ベーコン　ハム ブロッコリー　キャベツ　レモン

金 チキンライス たまごスープ　リザーブデザート デザート たまご えのきたけ　ほうれんそう

　材料の都合で献立を変更することがあります。

　かまぼこなどの練り製品、ハムなどの肉加工品は、卵の入っていない製品を使用しています。

658

今日のカレーには、にんじん、大
根、蓮根、ブロッコリーなどの冬野
菜が入っています。季節の恵みを
味わってください。
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野菜や大豆に含まれる食物繊維
はおなかの調子を整えます。もう
すぐ年末、体の中も野菜をたっぷ
り食べて大掃除しましょう。
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田を耕す鋤（すき）の上で肉を焼
いて食べたのがすき焼きの始まり
と言われています。英語でも
Sukiyakiといいます。
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寒くなってきて、牛乳を飲むのが
つらくなってきた人はいません
か。一口ずつゆっくり飲んで、カル
シウムをとりましょう。

１２がつの給食こんだて予定表
＜めあて＞　みんなで楽
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かぜを予防するためには、１に手
洗い、２に栄養です。そして、しっ
かり睡眠をとって、かぜに負けな
い体をつくりましょう。
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今日のうどんは、みそ味で、ぐつ
ぐつ煮こんだ料理です。あつあつ
のうどんで体を芯（しん）からあた
ためましょう。

令和元年度
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和食の基本の形である、一汁二
菜の献立は、栄養のバランスがよ
く、健康によい食事です。残さず
食べましょう。

6
640

さばにかけている大根おろしは、
魚の味をまろやかにしたり、消化
を助けたりします。加熱してある
ので、辛くありませんよ。

10

9
ふ　り　か　え　休

きゅう

　日
じ つ

4
671

ブルストとはドイツ語でソーセージ
のことです。カレー風味のケチャッ
プをかけた料理でベルリンの屋台
などでよく見られます。
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ブロッコリーとカリフラワーはキャ
ベツの仲間です。花が咲く前の、
栄養とうま味がぎゅっとつまった
「つぼみ」を食べます。

20
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今日で2学期の給食が終わりま
す。お待ちかねのデザートもあり
ますよ。みんなで楽しく食べてくだ
さいね。

16
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アーモンドは、アーモンドの木に
なる果実の中にある種です。その
歴史は古く、紀元前４０００年頃か
ら食べられていたようです。
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冬至（とうじ）は１年で夜が最も長
い日です。冬至にかぼちゃを食べ
たりゆず湯に入るとかぜをひかな
いと言われています。
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まだ食べられるのに捨てられる
「食品ロス」は、食べ物がむだに
なり、とてももったいないことで
す。残さないで食べましょう。

   のついたものは、岡垣町（または 岡垣町周辺）でつくられたものです。 

おかがき産 

２０日（金）はリザーブ給食です。 

１１月に予約したデザートを 

食べます。今年は、 

 ☆ホワイトロールケーキ 

 ☆チョコロールケーキ 

 ☆フルーツゼリー 
    の３種類から選びました。 
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食べる前に電源OFF 
 食事は料理の見た目や香り、会話を楽し

む時間です。ながら食べはやめて、食事に

集中しましょう。 

やあみんな！ 

ぼくで楽しく 

遊びながら 

食事をしようよ！ 

おいしいね おいしいね！ 


