
令和元年

＜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）

にくうどん こめ　うどん ぎゅうにく　わかめ たまねぎ　ねぎ

カラフルソテー　　ムース さとう ウインナー キャベツ　ピーマン　パプリカ

火 わかめごはん （牛乳なし） みずあめ　あぶら れんにゅう　ぎゅうにゅう みかんジュース

にくだんこスープ メロンパン　はるさめ ぎゅうにゅう　ぶたにく　 にんじん　たまねぎ

ジャーマンポテトふう あぶら　でんぷん とうふ　たまご キャベツ　しいたけ

水 メロンパン じゃがいも　バター ベーコン ねぎ　しょうが　パセリ

おやこどんぶり こめ　さとう ぎゅうにゅう　とりにく にんじん　たまねぎ

そくせきづけ ごま かまぼこ　たまご しいたけ　ねぎ　キャベツ

木 ごはん にまめ きんときまめ きゅうり　たくあん

ししゃものカレーなんばん こめ　むぎ　こむぎこ ぎゅうにゅう　ししゃも にんじん　たまねぎ

だいずのいそに でんぷん　あぶら てんぷら　だいず　こんぶ ピーマン　いんげん

金 むぎごはん なすのみそしる さとう とうふ　あぶらあげ　みそ なす　ねぎ

マカロニグラタン けんさんむぎパン　あぶら ぎゅうにゅう　とりにく たまねぎ　しめじ

ポトフ ブルーベリージャム　マカロニ チーズ　ウインナー コーン　パセリ

月 けんさんむぎパン ブルーベリージャム こむぎこ　バター　じゃがいも にんじん　キャベツ

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

きりぼしだいこんサラダ じゃがいも　 ハム こんにゃく　いんげん

火 むぎごはん ふりかけ あぶら　さとう　 きりぼしだいこん　きゅうり

【世界の料理　メキシコ】 かしわがたパン　こむぎこ ぎゅうにゅう　ぶたにく　 たまねぎ　にんにく

タコスドッグ（タコミート、ゆでやさい） あぶら　さとう　 チーズ　ベーコン しょうが　キャベツ　トマト

水 かしわがたパン コーンとまめのスープ ひよこまめ にんじん　コーン　ズッキーニ

とり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

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

木 むぎごはん すましじる かまぼこ　とうふ しいたけ　ねぎ

さんまのしおやき こめ　さとう ぎゅうにゅう　さんま にんじん　いんげん

ひじきのいために あぶら ひじき　てんぷら　わかめ たまねぎ　しめじ

金 ごはん みそしる とうふ　あぶらあげ　みそ

月
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　しいたけ

ちゅうかあえ あぶら　でんぷん ぎゅうにく　ぶたにく しょうが　にんにく

火 むぎごはん ごまあぶら みそ　やきぶた きゅうり　もやし　にんじん

とりにくのソースやき ワンローフしょくパン　はちみつ ぎゅうにゅう　とりにく キャベツ　きゅうり

アーモンドサラダ　ジャーマンスープ マーガリン　アーモンド ベーコン にんじん　レモン

水 ワンローフしょくパン はちみつ＆マーガリン あぶら　さとう　じゃがいも たまねぎ　パセリ

いもに こめ　むぎ　さといも ぎゅうにゅう　ぶたにく　 にんじん　ごぼう　しめじ

ちくわとこまつなのあえもの さとう ちくわ　こんぶ こんにゃく　しろねぎ

木 むぎごはん こんぶのつくだに こまつな　もやし

　　【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

さばのみそに ごま　さといも とりにく　あつあげ だいこん　にんじん　れんこん

金 ごはん ごまあえ　だぶじる ふ　でんぷん みそ しいたけ　こんにゃく　ねぎ

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　 ベーコン　ウインナー コーン　パセリ　

月 あげパン チーズ しろいんげんまめ　チーズ ほうれんそう　キャベツ

火
ラーメン パインパン　ちゅうかめん ぎゅうにゅう　やきぶた にんじん　もやし　しょうが

だいこんとツナのサラダ ごまあぶら ツナ ねぎ　きくらげ　だいこん

水 パインパン りんご マヨネーズ きゅうり　りんご

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

かぼすあえ ごま　 さけ　わかめ　とうふ キャベツ　きゅうり　かぼす

木 あきのかおりごはん かきたまじる しらすぼし　たまご　かまぼこ えのきたけ　ねぎ

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

金 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

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

ハムのマリネ こむぎこ　バター　あぶら チーズ　ハム にんじん　たまねぎ　パセリ

月 こめこパン みかん さとう　 だいこん　きゅうり　レモン　みかん

あじのにつけ こめ　さとう　ごま ぎゅうにゅう　あじ しょうが　ごぼう　にんじん

きんぴらごぼう あぶら　じゃがいも ぶたにく　とうふ こんにゃく　いんげん

火 ごはん じゃがいものみそしる わかめ　みそ たまねぎ　しめじ

にしょくドッグ せわりコッペパン ぎゅうにゅう　ベーコン かぼちゃ　きゅうり

（ウインナー・かぼちゃサラダ） あぶら　さとう　 ウインナー にんじん　たまねぎ

水 せわりコッペパン やさいスープ マヨネーズ キャベツ　パセリ

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

スンドゥブチゲ さとう　ごまあぶら とうふ パプリカ　たまねぎ　きくらげ

木 むぎごはん ごま　あぶら はくさい　ごぼう　こんにゃく　キムチ

麦ご飯が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。

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。

運動会の日程によって、献立が変わることがあります。

１０がつの給食こんだて予定表

内　浦　小　学　校

10
646

今日は目の愛護デーです。レバーに多く含
まれるビタミンAのほかにも、多くの栄養素
が目の健康に役立っています。好き嫌いせ
ず食べることが大切です。

ぶたは幸せを呼ぶシンボルとして世界中で
愛されている動物です。ドイツでは誕生日な
どにぶたと四つ葉のクローバーを組み合わ
せた人形を贈るそうです。

9
605

メキシコ料理は、唐辛子を使った辛みの効
いた料理が多くあります。唐辛子の種類は
１００種類以上あるといわれ、さまざまな料
理に使われています。

1
575

708

栄養バランスのよい食事は、しっかりとした
体をつくるために必要です。「これを食べれ
ば強くなる」という食品はないので、いろいろ
な食品を組み合わせましょう。

　　　＜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

ししゃもは頭から丸ごと食べられるのでカル
シウムがしっかりとれます。また、内臓には
ビタミンDが多く、カルシウムの吸収を助け
ます。残さず食べましょう。

激しい運動をしたあとは、筋肉だけでなく、
内臓も疲れています。消化の良いご飯やう
どんを食べて、体の中からいたわりましょ
う。

18

2
775

豚肉にはビタミンB1が多く含まれています。
熱や力のもとになるじゃがいもやパンと一緒
に食べると、エネルギーができて、元気がよ
みがえってきますよ。

17
599

芋煮（いもに）は里芋と肉を使った秋を彩る
鍋料理です。山形県などの東北地方では、
河原などの野外で鍋を囲む「芋煮会」が盛
んに行われています。

14

3
650

煮豆は「金時豆（きんときまめ）」を使ってい
ます。金時豆には体を作るたんぱく質をは
じめ、ビタミンや鉄、食物繊維などの栄養が
たくさん含まれています。

4
604

7

8
618

30
647

11
625

29

23
597

南瓜（かぼちゃ）はアメリカ大陸が原産の野
菜です。戦国時代に鉄砲と一緒にポルトガ
ル人から伝わったと言われています。

31
579

今日は韓国料理です。春雨が入った炒め物
の「チャプチェ」と、たくさんの具が入ってピ
リ辛の豆腐鍋「スンドゥブチゲ」です。

21
628

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。

22
即位礼正殿の儀

そくいれい　　せいでん 　　ぎ

25
686

24
605

615

現在日本で食べられるのに捨ててしまう食
べ物は年間で約６４６万トン。給食を食べる
ときも、時間をしっかりとって苦手なものでも
ひと口は食べてみましょう。

さんまは、漢字で秋の刀の魚と書きます。
秋にとれる秋刀魚は、まるまると太って、体
によいDHAやEPAなどの脂がたっぷりのっ
ています。

16
645

給食のサラダに使う油は「サラダ油」です。
サラダ油は、０度でも凍らない、味や香りに
くせがない油です。サラダのほか、炒め物
やスープにも使います。

680

新米の季節になりました。収穫したばかり
のお米は、甘い香りがして、粘りが強く、も
ちもちしてツヤがあります。給食の「夢つく
し」は、光沢と粘りが特徴です。

15
643

しいたけは日光に当たることでビタミンDが
増えます。丈夫な骨や歯を作るのに必要な
栄養素です。干ししいたけを使う前に日光
浴させるのも効果的です。

たいいく　　　ひ

体育の日

ご飯やパン、麺などを極端に減らしてダイ
エットする人がいますが、自己流は危険で
す。バランスの良い食事と適度な運動が健
康な体づくりの基本です。

カレーに欠かせない野菜たちの、にんじん
は根を、たまねぎは茎と葉を、じゃがいもは
茎を食べているんですよ。今日も、たっぷり
入っています。

28
642

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。

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。特に栗は昔
から食べられており、飢饉の時は米の代わ
りとして食べられました。

おかがき産 

    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。 
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秋にあぶらがのって 

おいしくなる魚 
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