
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）

ペンネのクリームソース パインパン ぎゅうにゅう　ベーコン たまねぎ　ほうれんそう　しめじ

はくさいのサラダ ペンネマカロニ　あぶら チーズ　ツナ コーン　にんじん　はくさい

月 パインパン こむぎこ　バター　さとう みずな　きゅうり　レモン

【節分献立】　セルフえほうまき こめ　さとう ぎゅうにゅう　だいず キャベツ　にんじん　きゅうり

（ツナマヨサラダ・たまごやき・のり） マヨネーズ ツナ　たまご　のり しょうが　だいこん　はくさい

火 すめし いわしだんごじる　せつぶんまめ でんぷん いわし　みそ　とうふ ねぎ

ポークビーンズ ワンローフしょくパン　はちみつ ぎゅうにゅう　ぶたにく にんじん　たまねぎ　

アーモンドサラダ マーガリン　アーモンド だいず キャベツ　きゅうり

水 ワンローフしょくパン はちみつ＆マーガリン じゃがいも　あぶら　さとう レモン

さばのみそに こめ　むぎ　さとう ぎゅうにゅう　さば しょうが　しゅんぎく

しゅんぎくのごまあえ ごま みそ　かまぼこ ほうれんそう　もやし

木 むぎごはん ゆばのすましじる とうふ　ゆば　わかめ にんじん　えのきたけ

ひじきとブロッコリーのサラダ こめ　バター ぎゅうにゅう　とりにく にんじん　ごぼう　たまねぎ

たまごスープ マヨネーズ ハム　ひじき　ベーコン いんげん　ブロッコリー

金 とりごぼうピラフ チーズ あぶら　でんぷん たまご　チーズ キャベツ　こまつな　しめじ

月

さかなのマヨネーズやき しょくパン　りんごジャム ぎゅうにゅう　ホキ たまねぎ　キャベツ

コーンサラダ マヨネーズ　あぶら ベーコン きゅうり　にんじん　コーン

水 しょくパン ジャーマンスープ　りんごジャム じゃがいも　パンこ　さとう レモン　パセリ

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　

ヨーグルトあえ あぶら　こむぎこ チーズ　ヨーグルト にんにく　トマト　バナナ

木 むぎごはん マーガリン　さとう りんご　みかん　パイン　もも

きびなごのたつたあげ こめ　むぎ　でんぷん ぎゅうにゅう　きびなご ほうれんそう　もやし

おかかあえ あぶら　さとう かつおぶし　ぶたにく にんじん　だいこん　ねぎ

金 むぎごはん ぶたじる さといも あぶらあげ　とうふ　みそ はくさい　ごぼう　こんにゃく

とうにゅうシチュー けんさんむぎパン　さとう ぎゅうにゅう　ぶたにく にんじん　たまねぎ　パセリ

ハムサラダ　いちご（２こ） ココアクリーム　じゃがいも とうにゅう　チーズ キャベツ　きゅうり

月 けんさんむぎパン ココアクリーム こむぎこ　バター　あぶら ハム いちご

【世界の料理　韓国】 こめ　むぎ ぎゅうにゅう　とりにく もやし　にんじん　にんにく

ヤンニョムチキン　ナムル でんぷん　あぶら ぶたにく　とうふ　みそ はくさい　ねぎ　ごぼう

火 むぎごはん キムチチゲ さとう　ごまあぶら こんにゃく

セルフサンド しょくパン ぎゅうにゅう　ツナ たまねぎ　きゅうり

（ポテトサラダ・スライスチーズ） じゃがいも　マヨネーズ チーズ　あずき にんじん　

水 しょくパン しらたまぜんざい さとう　しらたまこ とうふ

【和食の日】 こめ　さとう ぎゅうにゅう　さけ にんじん　とうみょう

さけのしおやき　ひじきのいために あぶら ひじき　てんぷら　みそ はくさい　しめじ

木 ごはん 　　　　　　　はくさいのみそしる わかめ　とうふ　あぶらあげ

ぶたにくとじゃがいものにもの こめ　むぎ ぎゅうにゅう　ぶたにく 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　さとう ハム こんにゃく　いんげん

金 むぎごはん あぶら きりぼしだいこん　きゅうり

こうやどうふのたまごとじ こめ　じゃがいも ぎゅうにゅう　とりにく にんじん　たまねぎ

わふうサラダ あぶら　さとう こうやどうふ　たまご こんにゃく　しいたけ　ふき

火 ごはん ふりかけ ツナ　わかめ キャベツ　きゅうり

ミネストローネ コッペパン　あぶら ぎゅうにゅう　きなこ にんじん　たまねぎ

ほうれんそうのソテー さとう　マカロニ ベーコン　だいず キャベツ　パセリ　トマト

水 あげパン じゃがいも ウインナー ほうれんそう

かしわうどん こめ　うどん ぎゅうにゅう にんじん　たまねぎ　ねぎ

こんさいとナッツのサラダ さとう　アーモンド とりにく　ハム れんこん　ごぼう

木 ゆかりごはん ピーナッツ　マヨネーズ きゅうり　ゆかり

ちゅうかどんぶり こめ　むぎ　はるさめ ぎゅうにゅう　ぶたにく にんじん　はくさい　たまねぎ

はるさめのすのもの あぶら　でんぷん いか　うずらたまご しいたけ　チンゲンサイ

金 むぎごはん オレンジ さとう　ごまあぶら　ごま かまぼこ　やきぶた　わかめ きゅうり　オレンジ

※ 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。

べんとうの日

17
645

今日のシチューは豆乳を使っていま
す。豆乳は、大豆を水に漬けて柔ら
かくし、細かく砕いたものを加熱して
から絞ったものです。

13

10
今日は弁当の日です。自分でつくっ
たお弁当はおいしいですね。がん
ばった人も、そうでない人もみんな
で楽しく食べましょう。

5
641

ポークビーンズは、アメリカの家庭
料理です。豚肉と豆、トマトなどの野
菜を煮込んで作ります。アメリカでは
白インゲン豆を使います。

6
648

豆乳を温めると、表面に薄いまくが
できます。これが湯葉（ゆば）です。
生のまま食べたり、乾燥させて、しる
ものに入れたりします。

7
645

ごぼうは土の中に細く長く伸びた
根っこです。折れないようにていね
いに収穫するのは大変だそうです。

19
765

２がつの給食こんだて予定表
＜めあて＞　病気
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3
638

体は、寒さから相当なストレスを受
けています。野菜や果物をしっかり
食べて、ストレスに負けない体をつく
りましょう。

4
650

２月３日の節分には、恵方巻きを食
べる、豆まきをする、ヒイラギの葉と
いわしの頭を飾るなどの風習があり
ます。

28
598

はしをきちんと使えていますか。食
べ物と私たちの体を橋渡しする「は
し」を上手に使ってきれいに食べま
しょう。

21
600

苦手なものはまったく口にしない、
時間が足りなくて残してしまう。そん
なことはありませんか。食べ物をむ
だにしないようにしましょう。

25
651

高野豆腐は凍り豆腐とも言います。
豆腐を凍らせた後、乾燥させて作り
ます。日本に昔から伝わる保存食で
す。

27
621

蓮根には、およそ１０個の穴が開い
ています。この穴は、地下の蓮根か
ら地上の葉っぱまでつながってい
て、空気を通しています。

26
611

揚げパンにまぶしているきな粉は、
煎った大豆を粉にしたものです。甘
くて香ばしい香りがします。

20
589

豆苗（とうみょう）は、えんどう豆の若
芽です。豆の栄養と野菜の栄養を併
せ持つ、栄養バランスのよい野菜で
す。

12
642

油は少ない量で大きなエネルギー
になり、寒い冬でもしっかり体を温め
てくれます。食べ過ぎに注意して、
上手に油をとりましょう。

18
708

韓国の料理にも、和食のように、ご
飯とスープ、キムチ、ナムルといっ
た、一汁三菜のような献立「飯床（パ
ンサン）」があります。

大きな豆と書いて大豆（だいず）、小
さな豆と書いて小豆（あずき）といい
ます。ぜんざいは小豆を甘く煮たも
のです。

14
638

きびなごは、体に銀色の線の模様
が入った小さな魚です。よく噛んで、
骨もしっぽも丸ごと食べましょう。

665

給食で大人気のカレーは、終戦後に
広まりました。友好国であったインド
から、大量のスパイスが届けられた
からといわれています。

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。
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おかがき産


