
１～５年生 全員配布

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）

にくだんごスープ しょくパン　マーガリン ぎゅうにゅう　ぶたにく しょうが　キャベツ　にんじん

ジャーマンポテトふう はちみつ　でんぷん とうふ　ベーコン たまねぎ　しめじ　ねぎ　

月 しょくパン はちみつ＆マーガリン はるさめ　　じゃがいも　バター たまご パセリ

【ひなまつり献立】 こめ　さとう ぎゅうにゅう　とりにく にんじん　ごぼう　しいたけ

さけのしおやき　おひたし ふ さけ　かつおぶし いんげん　ほうれんそう　もやし

火 ちらしずし すましじる　 かまぼこ　わかめ　とうふ キャベツ　えのきたけ　

とりのからあげ（２こ） ミルクロールパン　 ぎゅうにゅう　とりにく しょうが　にんにく　コーン

コーンサラダ でんぷん　あぶら ベーコン キャベツ　きゅうり　パセリ

水 ミルクロールパン やさいスープ さとう　 レモン　にんじん　たまねぎ

さばのホイルやき こめ　さとう ぎゅうにゅう　さば　みそ にんじん　いんげん

だいずとひじきのにもの さといも　あぶら だいず　ひじき　てんぷら だいこん　れんこん

木 ごはん だぶじる でんぷん とりにく　あつあげ しいたけ　こんにゃく　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　にんにく

ヨーグルトあえ あぶら　こむぎこ　マーガリン チーズ　ヨーグルト しょうが　トマト　バナナ

金 むぎごはん さとう みかん　パイン　もも

マカロニグラタン ワンローフパン　マカロニ ぎゅうにゅう　とりにく たまねぎ　しめじ　パセリ

ジャーマンスープ りんごジャム　じゃがいも チーズ　ベーコン にんじん　コーン

月 ワンローフパン りんごジャム こむぎこ　マーガリン　あぶら

かしわうどん こめ　うどん ぎゅうにゅう　わかめ にんじん　たまねぎ

ひじきとブロッコリーのサラダ さとう　マヨネーズ とりにく　ハム　ひじき ねぎ　ブロッコリー

火 わかめごはん キャベツ

セルフバーガー（ハンバーグ、 かしわがたパン　あぶら ぎゅうにゅう　チーズ　 たまねぎ　キャベツ

ボイルキャベツ、スライスチーズ） パンこ　さとう ぎゅうにく　ぶたにく　とうふ にんじん　こまつな

水 かしわがたパン こまつなとコーンのスープ たまご　ベーコン しめじ　コーン

とりにくとだいずのあげからめ こめ　むぎ　でんぷん ぎゅうにゅう　とりにく しょうが　ほうれんそう

ごまあえ あぶら　さとう だいず　とうふ にんじん　キャベツ　もやし

木 むぎごはん はくさいのみそしる ごま あぶらあげ　わかめ　みそ はくさい　たまねぎ　えのきたけ

さわらのしおやき こめ　もちごめ　 ぎゅうにゅう　あずき きりぼしだいこん　にんじん

きりぼしだいこんのいために さとう　でんぷん さわら　てんぷら　たまご いんげん　こんにゃく

金 せきはん かきたまじる あぶら とうふ　かまぼこ えのきたけ　ねぎ

スパゲティミートソース パインパン　スパゲティ ぎゅうにゅう　ぎゅうにく にんじん　たまねぎ

アーモンドサラダ あぶら　さとう ぶたにく　チーズ グリンピース　きゅうり

月 パインパン アーモンド キャベツ　レモン

【和食の日】ちくわのいそべあげ こめ　こむぎこ　あぶら ぎゅうにゅう　ちくわ　たまご こまつな　もやし　キャベツ

おかかあえ　じゃがいものみそしる さとう　じゃがいも あおのり　あぶらあげ　みそ にんじん　たまねぎ

火 ごはん おいわいデザート デザート とうふ　わかめ　かつおぶし しめじ

水

ホキのなのはなやき こめ　マヨネーズ ぎゅうにゅう　ホキ　 コーン　ほうれんそう　キャベツ

そくせきづけ ごま　さといも　あぶら　 ぶたにく　あぶらあげ きゅうり　にんじん　だいこん

木 ごはん ぶたじる とうふ　みそ　こんぶ はくさい　ごぼう　こんにゃく　ねぎ

カレーにくじゃが こめ　むぎ　 ぎゅうにゅう　ぶたにく にんじん　たまねぎ

わふうサラダ あぶら　じゃがいも だいず　わかめ えだまめ　きゅうり

金 むぎごはん さとう とりにく キャベツ

クリームシチュー ミルクねじりパン　 ぎゅうにゅう　とりにく にんじん　たまねぎ

ハムサラダ じゃがいも　こむぎこ チーズ　ハム グリンピース　キャベツ

月 ミルクねじりパン いちご（２こ） マーガリン　あぶら　さとう しろいんげんまめ きゅうり　レモン　いちご

材料の都合で献立を変更することがあります。

22
608

福岡県の特産品であるいちごの「あ
まおう」は、「赤い、丸い、大きい、うま
い」の頭文字から名付けられていま
す。

17

そつぎょうしき
18

671

ホキの菜の花焼きは、コーンの黄色
とほうれん草の緑色で菜の花をイ
メージしています。マヨネーズとしょう
ゆの味付けで、ご飯がすすみます。

19
673

「口中調味（こうちゅうちょうみ）」とい
う言葉を知っていますか。口の中で
ごはんにおかずの味を重ねてよく噛
み、味の変化を楽しみましょう。

15
654

アーモンドは、２月～３月になると桜
に似たピンクの花を咲かせます。主
な生産地はカルフォルニアです。

16
612

今日は６年生にとって小学校最後の
給食です。中学生になっても、毎日
しっかり食べて元気に過ごしてくださ
いね。

11
689

給食のみそ汁では、いりこと昆布で
ていねいに出汁をとっています。うま
味の相乗効果で、みその風味が引き
立ちます。

12
580

今日は赤飯と鰆（さわら）で６年生の
門出を祝いましょう。鰆は、大きくなる
につれてサゴシ→ヤナギ→サワラと
名前を変える出世魚です。

9
594

ひじきなどの海藻には、カルシウム
や鉄、食物せんいが多く含まれてい
ます。不足しがちな栄養素を補ってく
れる食品です。

10
711

パンにはさむハンバーグは、調理員
さんの手作りです。きれいに洗った
手でハンバーガーを作りましょう。

5
709

６年生は、戸切小のカレーを食べる
のも今日で最後ですね。調理員さん
の愛情がこもった戸切小オリジナル
カレーを、味わってください。

8
678

じゃがいもは、インドネシアのジャカ
ルタから伝わったといわれています。
最初は「ジャガタラいも」と呼んでい
たそうです。

3
638

３つのグループの食品を、好ききらい
せずに食べていますか。自分の体の
ために、栄養バランスが良い給食を
しっかり食べましょう。

4
676

さばのホイル焼きは、さばに味噌だ
れを塗って蒸し焼きにしたものです。
骨まで柔らかく、甘辛い味なので、ご
はんに合いますよ。

1
645

肉団子は、調理員さんの手作りで
す。豆腐も入っているので、やわらか
くておいしいですよ。

2
574

３月３日は桃の節句、ひなまつりで
す。ちらし寿司やはまぐりのお吸い
物、ひしもち、ひなあられなどの伝統
的なお祝い料理があります。

３がつの給食こんだて予定表
 ＜めあて＞  きゅうしょくの はんせいを しよう

戸　切　小　学　校（１～５年生）

日
こんだてめい

ひとくちメッセージ

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。

今年度の給食はいかがでしたか？今年度は新型コロナウイルス感染症予防のため、給食時間の過ごし方が大きく変わり

ました。しかし、静かに食べるからこそ、今まで以上に給食をじっくりと味わうことができた人や、食事のマナーに気をつける

ことができた人などもいたのではないでしょうか。

心も体も元気にすこやかな毎日を過ごすためには、栄養バランスのよい食事が欠かせません。これからも、好ききらいせ

ずに、何でも味わって食べて下さいね。


