
令和２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）

チキンかつ　とんかつソース こめ　むぎ　こむぎこ　 ぎゅうにゅう　とりにく キャベツ　にんじん

ボイルやさい パンこ　あぶら とうふ　あぶらあげ　みそ たまねぎ　えのきたけ

木 むぎごはん きのこのみそしる しめじ　ねぎ　

マカロニサラダ 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

やさいスープ マカロニ　マヨネーズ　 ハム キャベツ　コーン　パセリ

金 チキンライス あぶら

月

にくうどん こめ　うどん ぎゅうにく　わかめ たまねぎ　ねぎ

ごぼうのサラダ さとう　マヨネーズ ツナ ごぼう　きゅうり

火 わかめごはん （牛乳なし） ごま にんじん　みかんジュース

にくだんこスープ ワンローフしょくパン　はるさめ ぎゅうにゅう　ぶたにく　 にんじん　たまねぎ　しょうが

ジャーマンポテト ブルーベリージャム　でんぷん とうふ　たまご キャベツ　しいたけ

水 ワンローフしょくパン ブルーベリージャム じゃがいも　あぶら　バター ベーコン ねぎ　パセリ

さんまのしおやき こめ　さとう ぎゅうにゅう　さんま　だいず にんじん　いんげん

ひじきとだいずのにもの あぶら ひじき　てんぷら　わかめ かぼちゃ　たまねぎ

木 ごはん かぼちゃのみそしる とうふ　あぶらあげ　みそ えのきたけ

とりにくとレバーのあげからめ こめ　むぎ　でんぷん ぎゅうにゅう　とりにく しょうが　にんにく

こまつなのおひたし あぶら　さとう　 とりレバー　かつおぶし こまつな　もやし　にんじん

金 むぎごはん はるさめじる はるさめ かまぼこ　とうふ えのきたけ　ねぎ

きのこスパゲティ パインパン　スパゲティ ぎゅうにゅう　ベーコン えのきたけ　しめじ　エリンギ

アーモンドサラダ バター　アーモンド にんじん　たまねぎ　にんにく　レモン

月 パインパン さとう　あぶら ほうれんそう　キャベツ　きゅうり

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

じゃがいものみそしる あぶら　じゃがいも とうふ　わかめ たまねぎ　ピーマン

火 むぎごはん みそ キャベツ　しめじ

ホキのピザソースやき けんさんむぎパン　マーガリン ぎゅうにゅう　ホキ たまねぎ　ピーマン

ポトフ あぶら　じゃがいも チーズ　ウインナー にんじん　キャベツ

水 けんさんむぎパン マーガリン

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

チップスサラダ あぶら　こむぎこ　さとう チーズ にんにく　しょうが　トマト

木 むぎごはん マーガリン　ポテトチップス キャベツ　きゅうり

はかたじどりのおやこどんぶり こめ　さとう ぎゅうにゅう　はかたじどり にんじん　たまねぎ

にまめ ごま かまぼこ　たまご しいたけ　ねぎ　キャベツ

金 ごはん そくせきづけ きんときまめ　こんぶ きゅうり　

しろいんげんのポタージュスープ コッペパン　さとう 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 あぶら　バター　 とりにく　ウインナー コーン　パセリ　

月 あげパン しろいんげんまめ　 ほうれんそう　キャベツ

　　【和食の日】 こめ　さとう ぎゅうにゅう　さば　 しょうが　こまつな　もやし

さばのにつけ さつまいも かつおぶし　みそ にんじん　だいこん　はくさい

火 ごはん おかかあえ　さつまじる あぶら とりにく　とうふ こんにゃく　ねぎ

ラーメン こくとうしょくパン ぎゅうにゅう　やきぶた にんじん　もやし　しょうが

ちゅうかあえ ちゅうかめん　さとう ハム　ぶたにく ねぎ　きくらげ　

水 こくとうしょくパン ショーロンポウ こむぎこ　ごまあぶら きゅうり　キャベツ

カレーにくじゃが こめ　むぎ　あぶら ぎゅうにゅう　ぎゅうにく にんじん　たまねぎ

きゅうりとわかめのすのもの じゃがいも　さとう だいず　わかめ えだまめ　きゅうり

木 むぎごはん ごま

さけのしおやき こめ　くり　さとう ぎゅうにゅう　とりにく にんじん　しいたけ　えだまめ

だいこんのごまずあえ ごま　 さけ　とうふ　かまぼこ みずな　だいこん　

金 あきのかおりごはん すましじる えのきたけ　かいわれ

きのこのシチュー こめこパン　じゃがいも ぎゅうにゅう　とりにく しめじ　えのきたけ　エリンギ

ツナサラダ こむぎこ　バター　あぶら チーズ　ツナ にんじん　たまねぎ　パセリ　レモン

月 こめこパン さとう　 きゅうり　コーン　キャベツ

ヤンニョムチキン こめ　むぎ ぎゅうにゅう　とりにく にんにく　もやし　にんじん

ナムル でんぷん　あぶら　さとう ぶたにく　とうふ はくさい　ごぼう　キムチ

火 むぎごはん キムチチゲ ごまあぶら みそ こんにゃく　ねぎ

ミネストローネ ミルクコッペパン ぎゅうにゅう　ベーコン にんじん　たまねぎ　キャベツ

かぼちゃのサラダ マカロニ　マヨネーズ　 だいず　ハム　チーズ パセリ　トマト　

水 ミルクコッペパン あぶら　さとう　 かぼちゃ　きゅうり

やきししゃも こめ　さとう　あぶら ぎゅうにゅう　とりにく にんじん　ごぼう　れんこん

ちくぜんに さといも とうふ　あぶらあげ　みそ こんにゃく　いんげん　しいたけ

木 ごはん さといものみそしる ししゃも だいこん　たまねぎ　ねぎ

とりだんごじる こめ　むぎ　でんぷん ぎゅうにゅう　とりにく しょうが　キャベツ　ねぎ

きんぴらごぼう マロニー　さとう たまご　とうふ にんじん　えのきたけ

金 むぎごはん ごま　あぶら ぶたにく　 ごぼう　こんにゃく　とうみょう

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。

　　の日は都合により牛乳はありません。代わりにみかんジュースがつきます。

１０がつの給食こんだて予定表

　内　浦　小　学　校

13
567

しょうがの辛味（からみ）成分には、消化を
助けたり、食欲を増やしたりする効果があ
ります。日本では、古くから薬や香辛料とし
て使われていました。

レバーに多く含まれるビタミンAは、目の健
康に欠かせないビタミンです。不足すると
暗いところで目がみえにくくなったり、目が
乾燥するドライアイになったりします。

12
616

えのきたけは、江戸時代から栽培されてい
たきのこです。、「パントテン酸」と「ギャバ」
という、ストレスをやわらげる効果のある栄
養素があります。

1
654

648

さんまの名前の由来は「狭真魚（さまな）」
からきたと言われています。「体の幅が狭
い、立派なおかず」という意味です。昔は立
派なおかずと言えば、魚のことでした。

　　　＜めあて＞　すききらいをせずに　たべよう

日
こんだてめい

ひとくちメッセージ

ブルーベリーには青紫色の「アントシアニ
ン」という、目の疲労回復に効果があるとい
われる色素成分があります。ナスや黒豆な
どの色もアントシアニンです。

チキンカツは、鶏肉にパン粉などをつけて
揚げたものです。もとはフランスのカツレツ
という焼き物でしたが、たっぷりの油で揚げ
るのは日本オリジナルの調理法です。

20

2
645

明日は運動会ですね。「これを食べれば強
くなる」という食品はありません。しっかりし
た体をつくるために、いろいろな食品を、す
ききらいしないで食べましょう。

19
609

今日はお待ちかねの揚げパンです。給食
室で、パンをくるくる回しながら、ささっと揚
げます。大きな口を開けて食べてください
ね。

6
564

消化がよくて、すぐにエネルギーになって
疲れた体を元気にしてくれる食べ物、それ
はうどんです。温かいうどんで身も心もほっ
こりしてください。

7
632

5

筑前煮は、「がめ煮」ともいいます。祭りや
祝いの席に欠かせない福岡の郷土料理で
す。油で地鶏や根菜類を炒めて煮込むの
で、こくのある味になります。

30
583

私たちの体は、寒い冬が来るのに備えて、
体に栄養を蓄えようとします。そのために
も、好き嫌いしないで、なんでもしっかり食
べましょう。

21
565

すっかり涼しくなってきた今日この頃。温か
い麺類が恋しくなりますね。今日のラーメン
は、鶏がらをコトコト煮込んだスープがおい
しい、しょうゆラーメンです。

26
611

23
589

616

かぼちゃに多く含まれるビタミンEは、血液
の流れをよくするので、からだが温まって
肩こりがやわらいだりします。しみやしわを
防ぐ働きもあります。

29
591

28

27
708

「ヤンニョム」とは韓国の合わせ調味料のこ
とです。キムチの味付けにも使われます。
甘くてピリっと辛い味が、鶏のから揚げによ
くあいます。

秋の香りごはんには、栗、きのこなど秋の
食材がたくさん入っています。栗は昔から
食べられており、縄文時代には主食だった
そうです。

秋はじゃがいもがおいしい季節です。フラン
スでは、「大地のりんご」と呼ばれていま
す。炭水化物だけでなく、果物のように、ビ
タミンCやカリウムも多く含みます。

16
646

今日の親子丼の鶏肉は、福岡県産の「は
かた地どり」です。江戸時代、黒田藩が鶏
卵の生産をすすめたことで、福岡に鶏肉の
食文化が花開きました。

690

新米の季節になりました。お米は稲（イネ）
のたねです。粒のまま、たっぷり水を吸わ
せて炊き上げるご飯は、ゆっくり消化する
ので、実は太りにくい食べ物です。

15
653

給食の牛乳パックは、回収業者さんによっ
て、リサイクルされています。最後まできち
んと飲みきって返すことで、牛乳パックを洗
う水を減らすことができます。

14
617

22

うんどうかい 　　　だいきゅう

運動会の代休

カレーの味付けには、カレー粉を使いま
す。カレー粉には数十種類ものスパイスや
ハーブが使われています。辛いだけでな
く、深い味わいがあります。

今日のシチューには、しめじ、えのきたけ、
エリンギの３種類のきのこを使っています。
秋が旬のきのこには、食物せんいが多く含
まれています。

8

9
653

602

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


