
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）

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

ポトフ マーガリン　あぶら チーズ　ウインナー にんじん　キャベツ

月 けんさんむぎパン マーガリン じゃがいも

【節分献立】セルフえほうまき こめ　さとう　でんぷん ぎゅうにゅう　ツナ キャベツ　にんじん　はくさい

（ツナマヨサラダ　たまごやき　てまきのり） マヨネーズ たまご　のり　いわし しょうが　きゅうり　しろねぎ

火 すめし いわしだんごじる　せつぶんまめ みそ　とうふ　だいず だいこん　

ペンネのクリームソース ぶどうパン　ペンネマカロニ 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 あぶら　こむぎこ　バター チーズ　ハム コーン　はくさい　みずな

水 ぶどうパン さとう きゅうり　にんじん　レモン

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 たまねぎ

ほうれんそうのおひたし あぶら　さとう とりレバー　かつおぶし ほうれんそう　もやし

木 むぎごはん じゃがいものみそしる じゃがいも とうふ　あぶらあげ　みそ にんじん　ねぎ　えのきたけ

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

やさいスープ あぶら ハム　とりにく　ひじき いんげん　キャベツ

金 ぎゅうごぼうピラフ いりこ いりこ ブロッコリー　パセリ

セルフサンド しょくパン　じゃがいも ぎゅうにゅう　ハム にんじん　キャベツ

（やさいサラダ　スライスチーズ） マヨネーズ　しらたまこ チーズ　あずき コーン　たまねぎ

月 しょくパン しらたまぜんざい さとう とうふ

にくじゃが こめ　むぎ　 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 わかめ　なっとう いとこんにゃく　いんげん

火 むぎごはん なっとう あぶら きゅうり　

水

さけのしおやき こめ　さとう ぎゅうにゅう　さけ にんじん　しめじ

くきわかめのいために あぶら くきわかめ　てんぷら はくさい　ねぎ

金 ごはん はくさいのみそしる とうふ　あぶらあげ　みそ

ラーメン ミルクねじりパン ぎゅうにゅう　やきぶた にんじん　もやし　しょうが

バンバンジーサラダ ちゅうかめん　さとう とりささみ ねぎ　きくらげ　

月 ミルクねじりパン ショーロンポウ ごま　ごまあぶら　こむぎこ きゅうり　キャベツ

カレーライス こめ　むぎ　じゃがいも ぎゅうにゅう　ぎゅうにく にんじん　たまねぎ

チップスサラダ こむぎこ　マーガリン チーズ しょうが　にんにく　トマト

火 むぎごはん あぶら　さとう キャベツ　きゅうり　

ポークビーンズ しょくパン　いちごジャム ぎゅうにゅう　ぶたにく にんじん　たまねぎ

ヨーグルトあえ じゃがいも　あぶら だいず　ヨーグルト バナナ　りんご　

水 しょくパン いちごジャム さとう みかん　パイン　もも

いろどりチャプチェ こめ　むぎ　はるさめ ぎゅうにゅう　ぎゅうにく にんにく　しょうが　にら　きくらげ

キムチチゲ さとう　ごまあぶら　ごま ぶたにく　とうふ　みそ パプリカ　ピーマン　たまねぎ

はくさい　ごぼう　いとこんにゃく

木 むぎごはん にんじん　しろねぎ　キムチ

【和食の日】 こめ　さとう ぎゅうにゅう　さば　みそ しょうが　なのはな

さばのみそに　なのはなのおかかあえ でんぷん かつおぶし　かまぼこ キャベツ　にんじん　もやし

金 ごはん かきたまじる たまご　わかめ　とうふ えのきたけ

とうにゅうシチュー ワンローフパン　じゃがいも ぎゅうにゅう　とりにく にんじん　たまねぎ　パセリ

こんさいとナッツのサラダ ココアクリーム　こむぎこ とうにゅう　チーズ れんこん　ごぼう

ココアクリーム バター　あぶら　アーモンド ハム きゅうり

月 ワンローフパン ピーナッツ　マヨネーズ

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

やさいソテー さとう　マカロニ ベーコン　しろいんげんまめ キャベツ　パセリ　トマト

水 あげパン じゃがいも　あぶら ウインナー ピーマン　パプリカ

ししゃものごまフライ こめ　むぎ　こむぎこ　ごま ぎゅうにゅう　ししゃも　たまご にんじん　いんげん

ひじきのいために パンこ　あぶら　さとう ひじき　てんぷら　ぶたにく だいこん　はくさい

木 むぎごはん ぶたじる じゃがいも とうふ　あぶらあげ　みそ ごぼう　こんにゃく　ねぎ

きつねうどん こめ　うどん ぎゅうにゅう　とりにく にんじん　たまねぎ

ほうれんそうのごまあえ さとう　ごま あぶらあげ ねぎ　ほうれんそう

金 めんたいこごはん わかめ　めんたいこ もやし

※ 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。

このマークのあるメニューは県産和牛を使用しています
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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。たんぱく質やビタミ
ン・ミネラルたっぷりの温かいシ
チューを味わってください。

考えたり記憶したりする脳は、ご飯
などのエネルギーで働いています。
エネルギー不足にならないように、
ご飯をしっかり食べましょう。
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キムチチゲは韓国の鍋料理です。
日本では大勢でひとつの鍋を囲むこ
とが多いですが、。韓国では、ご飯
やおかずと一緒に一人前の鍋で食
べることが多いです。
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しっかりかんで、ゆっくり食べていま
すか。早食いは満腹感を得られず、
食べ過ぎにつながります。肥満の原
因にもなります。

ヨーグルトの乳酸菌は、りんごに含
まれるペクチンが大好物です。りん
ごとヨーグルトで腸内環境を整えま
しょう。
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ｼｮｰﾛﾝﾎﾟｳは中華料理の点心（ﾃﾝｼ
ﾝ）のひとつです。点心とは軽い食事
のことで、お茶と一緒に食べることを
飲茶（ﾔﾑﾁｬ）といいます。
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白玉ぜんざいは、甘く煮た小豆（あ
ずき）に、手作りの白玉だんごを入
れました。セルフサンドは手をよく
洗ってから作りましょう。
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体は寒さからもストレスを受けます。
好き嫌いしないでしっかり食べて、ス
トレスに負けない体をつくりましょう。
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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。

5

9

581

野菜は好きですか。野菜に多いビタ
ミンCは、風邪の予防や、コラーゲン
の合成などの働きがあり、私たちに
欠かせないビタミンです。
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ポトフには、にんじん・たまねぎ・じゃ
がいもなどの根菜が入っています。
じっくり煮込んでいるので、しっかり
味がしみ込んでいます。
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今日は節分です。節分に豆をまくの
は、災いや災害を打ち払うためと言
われています。節分豆を食べて、１
年の健康を祈りましょう。
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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。

べんとうの日
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明太子（めんたいこ）は、韓国のスケ
トウダラの卵のキムチ漬けがもとに
なった料理です。福岡の商人が工
夫をこらして作りました。
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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。
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ししゃもは、頭からしっぽまで丸ごと
食べることができます。成長期のみ
なさんにかかせないカルシウムが
たっぷりです。
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今日のミネストローネには「白いん
げん豆」が入っています「手亡豆（て
ぼうまめ）」ともいいます。外国では
よく料理に使われます。
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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
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冬が旬の白身魚


