
＜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)

ちゃんこなべ こめ　むぎ ぎゅうにゅう　いわし しょうが　はくさい　しろねぎ

きんぴらごぼう でんぷん　マロニー みそ　とうふ にんじん　えのきたけ　ごぼう

火 むぎごはん さとう　ごま　あぶら ぶたにく こんにゃく　いんげん

はなやさいのシチュー こくとうしょくパン ぎゅうにゅう　ぶたにく にんじん　たまねぎ　コーン

ツナサラダ じゃがいも　マーガリン チーズ　ツナ ブロッコリー　カリフラワー

水 こくとうしょくパン チーズ こむぎこ　あぶら　さとう キャベツ　きゅうり　レモン

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

ちゅうかあえ でんぷん　ごまあぶら ぎゅうにく　ぶたにく にんにく　きゅうり　

木 むぎごはん みそ　ハム にんじん　もやし

さばのおろしかけ こめ　むぎ　でんぷん 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 こむぎこ　あぶら　さとう　 こんぶ　とうふ にんじん　たまねぎ　ねぎ

金 ごはん じゃがいものみそしる ごま　じゃがいも あぶらあげ　みそ えのきたけ

ラーメン キャロットパン ぎゅうにゅう　やきぶた にんじん　しょうが　もやし

バンバンジーサラダ ちゅうかめん　ごまあぶら とりにく ねぎ　きくらげ

月 キャロットパン さとう　ごま　 キャベツ　きゅうり

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

ちくわとこまつなのあえもの じゃがいも　さとう ちくわ こんにゃく　いんげん

火 むぎごはん あぶら こまつな　もやし

マカロニグラタン ミルクしょくパン　あぶら ぎゅうにゅう　とりにく たまねぎ　コーン　

ジャーマンスープ マカロニ　こむぎこ チーズ　ベーコン にんじん　しめじ

水 ミルクしょくパン マーガリン　じゃがいも パセリ

やきししゃも こめ　さとう ぎゅうにゅう　ししゃも ほうれんそう　もやし

ほうれんそうのおひたし さといも　あぶら かつおぶし　ぶたにく にんじん　だいこん　はくさい

木 ごはん ぶたじる とうふ　あぶらあげ　みそ ごぼう　こんにゃく　ねぎ

ふゆやさいのカレー こめ　むぎ　じゃがいも ぎゅうにゅう　ぶたにく にんじん　だいこん　たまねぎ

アーモンドサラダ こむぎこ　あぶら　さとう チーズ れんこん　ブロッコリー　きゅうり

金 むぎごはん マーガリン　アーモンド にんにく　しょうが　キャベツ　レモン

うずらたまごのケチャップに しょくパン　マーガリン ぎゅうにゅう　とりにく にんじん　たまねぎ

ほうれんそうのソテー さとう　あぶら うずらたまご　ベーコン コーン　トマト

月 しょくパン マーガリン じゃがいも ほうれんそう　キャベツ

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 にんじん　たまねぎ　ごぼう

ひじきとえだまめのサラダ うどん　あぶら かまぼこ　みそ はくさい　えのきたけ　ねぎ

火 いもごはん さとう ハム　ひじき キャベツ　えだまめ

さけのクリームシチュー ワンローフしょくパン　さとう ぎゅうにゅう　とりにく にんじん　たまねぎ　

だいこんサラダ りんごジャム　じゃがいも さけ　チーズ カリフラワー　グリンピース

水 ワンローフしょくパン りんごジャム マーガリン　こむぎこ　あぶら ツナ　 きゅうり　だいこん　レモン

【和食の日】 こめ　あぶら ぎゅうにゅう　たい はくさい　にんじん

たいのしおやき　ゆずあえ さといも　さとう わかめ　とりにく きゅうり　ゆず　ごぼう

木 ごはん けんちんじる でんぷん とうふ　 こんにゃく　ねぎ

けんさんわぎゅうのすきやき こめ　むぎ　ふ ぎゅうにゅう　ぎゅうにく たまねぎ　はくさい　しろねぎ

おかかあえ さとう　あぶら とうふ　かつおぶし こんにゃく　もやし　こまつな

金 むぎごはん みかん にんじん　しゅんぎく　みかん

チキンのコロコロあげ ミルクロールパン ぎゅうにゅう　はかたじどり しょうが　にんにく　かぼちゃ

かぼちゃのサラダ でんぷん　あぶら ベーコン きゅうり　にんじん　たまねぎ

月 ミルクロールパン やさいスープ マヨネーズ キャベツ　パセリ

ブロッコリーサラダ こめ　バター　あぶら ぎゅうにゅう　とりにく にんじん　たまねぎ　トマト

たまごスープ でんぷん　デザート ハム　たまご パセリ　ブロッコリー　キャベツ

火 チキンライス セレクトデザート さとう レモン　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。
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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。
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596

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。
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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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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。

１２がつの給食こんだて予定表
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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。

1
574

冬は鍋物が体が温まっていいです
ね。今日はいわしのすり身に味噌
やしょうがで味つけした、いわしだ
んごをつみ入れました。

令和２年度

565

小松菜は東京生まれの野菜です。
小松菜という名前は江戸時代の５
代将軍、徳川綱吉が名付けたと言
われています。
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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、
からくありませんよ。

8

よくかむには、まず、舌で食べ物を
片側の奥歯に運んで、口をとじて１
０回かみましょう。次に反対側の奥
歯でかみましょう。
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2
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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。
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今日は県産和牛のすき焼きです。
すき焼きはもとは焼き物でしたが、
昭和になって砂糖としょうゆで煮る
今の形になりました。

14
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野菜はミネラル、ビタミン、食物繊
維がたっぷりです。しっかり食べ
て、体が病原体に打ち勝つ「免疫」
の働きを高めましょう。
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今日の鯛の塩焼きは、福岡県産の
天然マダイを使用しています。骨に
注意してじょうずに食べましょう。
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大根は奈良時代にはすでに食べら
れていた伝統野菜です。あっさりし
た味なので煮物にしてもサラダにし
てもよく合います。

22
689

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。

21
704

今日は冬至（とうじ）です。１年で夜
が最も長い日です。冬至にかぼ
ちゃを食べるとかぜをひかないと言
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。

おかがき産

２２日（火）はリザーブ給

食です。

予約したデザートを

食べます。

お楽しみに！

食べ過ぎないよう、

ゆっくりよく

かんで食べよう

朝・昼・夕の３食を

決まった時間に食べよう

早寝・早起きをして、

朝ごはんを必ず食べよう

おやつは時間と

量を決めて

食べよう

冬野菜をたっぷり食べよう


