
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）

なすとかぼちゃのカレー 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　なす

フルーツ＆ゼリー あぶら　こむぎこ　マーガリン チーズ かぼちゃ　しょうが　にんにく　トマト

火 むぎごはん ゼリー みかん　パイン　もも

ミネストローネ しょくパン　ココアクリーム 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 チーズ　ベーコン にんじん　たまねぎ　パセリ

水 しょくパン ココアクリーム　きょほう じゃがいも　マカロニ だいず トマト　きょほう

ぶたにくときのこのオイスターソースいため 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

しるビーフン 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 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　ピーマン

ひじきのいために あぶら とうふ　あぶらあげ　てんぷら いんげん　えのきたけ

金 むぎごはん みそしる さとう みそ　わかめ　ひじき

ジャージャーめん こくとうしょくパン ぎゅうにゅう　ぶたにく たまねぎ　しいたけ　しょうが

バンサンスー ちゅうかめん　あぶら みそ　ハム にんにく　にんじん　もやし

月 こくとうしょくパン なし さとう　はるさめ　ごまあぶら キャベツ　きゅうり　なし

にくじゃが こめ　むぎ　じゃがいも ぎゅうにゅう　ししゃも きゅうり　にんじん

やきししゃも さとう　あぶら わかめ　ぎゅうにく たまねぎ　こんにゃく

火 むぎごはん きゅうりとわかめのすのもの ごま いんげん

とりにくのバーベキューソース しょくパン　マーガリン ぎゅうにゅう　とりにく にんにく　たまねぎ

コーンサラダ さとう　あぶら ベーコン きゅうり　キャベツ　にんじん

水 しょくパン やさいスープ　マーガリン コーン　レモン　たまねぎ　パセリ

すぶた こめ　むぎ　でんぷん ぎゅうにゅう　ぶたにく しょうが　にんじん　たまねぎ

ワンタンスープ あぶら　さとう とりにく たけのこ　ピーマン　しいたけ

木 むぎごはん ワンタン　ごまあぶら にんにく　きくらげ　もやし　にら

さばのこうみやき こめ　さとう　でんぷん ぎゅうにゅう　さば にんにく　にんじん　いんげん

さといものそぼろに ごまあぶら　さといも とりにく　とうふ　みそ たまねぎ　えのきたけ

金 ごはん なすのみそしる　お月見団子 あぶら　白玉もち　黄粉 あぶらあげ なす　ねぎ

ぶたにくのしょうがいため こめ　むぎ ぎゅうにゅう　ぶたにく しょうが　たまねぎ　にんじん

そくせきづけ あぶら　ごま　さとう とりにく キャベツ　きゅうり　たくあん

火 むぎごはん にらたまスープ ごまあぶら　でんぷん たまご しいたけ　にら

なすとトマトのペンネ パインパン　ペンネ ぎゅうにゅう　ベーコン なす　たまねぎ　にんじん

アーモンドサラダ オリーブあぶら　さとう チーズ ピーマン　トマト　

水 パインパン あぶら　アーモンド きゅうり　キャベツ　レモン

【和食の日】 こめ　さとう ぎゅうにゅう　あじ レモン　にんじん　いんげん

あじのレモンじょうゆやき　だいずのいそに ごまあぶら　じゃがいも てんぷら　だいず　ひじき たまねぎ

木 ごはん 　　　　　　　じゃがいものみそしる あぶら あぶらあげ　わかめ　みそ

【宮崎県の郷土料理】 こめ　むぎ　こむぎこ　さとう ぎゅうにゅう　とりにく きりぼしだいこん　にんじん

チキンなんばん（タルタルソース）　すましじる ホットケーキミックス　あぶら ハム　とうふ きゅうり　ねぎ

金 むぎごはん きりぼしだいこんのあえもの ひゅうがなつゼリー タルタルソース　　ふ　ゼリー かまぼこ えのきたけ

マーボ―なす こめ　ごまあぶら ぎゅうにゅう　ぎゅうにく なす　しろねぎ　しいたけ　しょうが

ぎょうざ さとう　でんぷん ぶたにく にんにく　とうがん　たまねぎ

火 ごはん とうがんのちゅうかスープ あぶら　こむぎこ みそ　とりにく にんじん　えのきたけ　チンゲンサイ

ホキのカレームニエル ワンローフしょくパン　いちごジャム ぎゅうにゅう　ホキ キャベツ　きゅうり

ハムサラダ　いちごジャム こむぎこ　バター ハム　ベーコン こまつな　コーン

水 ワンローフしょくパン こまつなとコーンのスープ あぶら　さとう にんじん　たまねぎ

トンカツ（ソース） こめ　こむぎこ　パンこ ぎゅうにゅう　ぶたにく ほうれんそう　もやし　キャベツ

おひたし あぶら　さとう たまご　かつおぶし　とうふ たまねぎ　えのきたけ

木 ごはん きのこのみそしる あぶらあげ　みそ しめじ　ねぎ　にんじん

ツナサラダ こめ　バター ぎゅうにゅう　とりにく にんじん　たまねぎ　トマト

ジャーマンスープ あぶら　じゃがいも ツナ　チーズ キャベツ　きゅうり　

金 チキンライス かたぬきチーズ さとう ベーコン レモン　パセリ

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。

９月は１回みかんジュースがあります。

27
613

先週末から日本で開催されているラグ
ビーワールドカップにちなんで、今日の
チーズはラグビーボール型です。

～ 運 動 会 の 練 習 が 始 ま り ま す ～

25
600

ホキのカレームニエルは、ホキという白
身魚に小麦粉とカレー粉をまぶし、溶か
したバターにくぐらせてから、給食室の
オーブンで焼いて作ります。

26
647

トンカツは日本生まれの洋食です。「コー
トレット」というフランス料理を、日本人が
アレンジして生まれました。運動会に向け
てしっかり食べましょう。

20
704

チキン南蛮は宮崎県のご当地グルメで
す。給食ではホットケーキミックスを使っ
てふんわり仕上げます。切干大根や日向
夏も宮崎県で多く生産されています。

24
634

冬瓜は「冬の瓜（うり）」と書きますが、夏
が旬の野菜です。夏に採れて冬まで保存
できることから、こう呼ばれるようになりま
した。

18
616

トマトには昆布と同じ「グルタミン酸」という
うま味成分が含まれています。このうま味
成分は、特に種の周りのゼリー状の部分
に多いです。

19
585

大豆は、昔から日本で食べられてきまし
た。良質なたんぱく質が多く含まれてお
り、「畑の肉」とも呼ばれます。

13
717

今日は十五夜です。作物の収穫に感謝し
て米から作った月見団子を供えたり、子
孫繁栄（しそんはんえい）の願いを込めて
里芋を供えたりします。

17
593

しょうがの辛味成分には、消化を助けた
り、食欲を増したりする効果があります。
日本で古くから薬や香辛料として使われ
ていました。

11
647

バーベキューソースは、給食室の手作り
です。きざんだ玉ねぎとにんにくに、ケ
チャップやチリソースなどを混ぜて作りま
す。

12
662

酢豚は、下味をつけた豚肉に衣をつけて
揚げ、甘酢あんをからめた中華料理で
す。酢には、肉をやわらかくする効果があ
ります。

9
656

梨は日本で昔から栽培され、弥生時代の
ころから食べられていました。しゃりしゃり
とした食感を味わいましょう。

10
620

ししゃもは骨が柔らかいので頭からしっぽ
まで丸ごと食べることができます。骨や歯
を強くするカルシウムなどの栄養がたっ
ぷりです。

5
633

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。

6
629

ひじきは黒いイメージがありますが、海の
中では緑がかったこい茶色をしていま
す。収穫して加工するにつれて黒くなりま
す。

3
726

２学期最初の給食は、なすとかぼちゃが
入ったカレーです。今が旬の野菜の栄養
をたっぷりとって、２学期も元気に頑張り
ましょう。

4
592

巨峰は甘くて粒が大きく、「ぶどうの王様」
とも呼ばれます。今日の巨峰は岡垣町で
とれたものです。

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

   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 
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水筒の中身は多めに準備して 

こまめに水分補給をしましょう 早寝早起きで 

生活リズムを整えましょう 
 かならず朝ごはんを食べて 

登校しましょう 


