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献　立　名 体を作る 熱や力になる 体の調子を整える

4 　いりこなめし　しゅうまい 牛乳　いりこ　ぶた肉 ごはん　ビーフン キャベツ　にんじん　ねぎ　ほししいたけ

水 　　　　ごもくビーフン ちくわ　かまぼこ　ミンチ ごまあぶら　 ひろしまな　

5 　ごはん　ぶりてりやき　あじつけのり 牛乳　ぶり　ぶたミンチ　 ごはん　じゃがいも　さとう にんじん　しょうが　グリンピース

木 　　　　　じゃがいものそぼろ煮 のり あぶら　でんぷん 　

6 　ごはん（少）　スパゲティナポリタン 牛乳　ベーコン　むきえび ごはん　スパゲティ　 たまねぎ　にんじん　エリンギ　グリンピース

金 　　　　　キャベツのカレーいため ツナ　こなチーズ あぶら　 キャベツ　にんにく

9 　ゆかりごはん　ごもくたまごやき 牛乳　とりにく　たまご ごはん　さとう　あぶら ゆかり　たまねぎ　にんじん　にら　しめじ

月 　　　　　　　　　ちゅうかスープ ロースハム　 はるさめ ちんげんさい　ほししいたけ

10 　ごはん　ぶたどん 牛乳　ぶたにく　とりにく　 ごはん　さとう たまねぎ　こんにゃく　だいこん　にんじん

火 　　　　だいこんのみそ煮 あぶらあげ　ちくわ　みそ 　 グリンピース

11 　ごはん　にこみハンバーグ 牛乳　ハンバーグ　ベーコンごはん　じゃがいも　 たまねぎ　しめじ　にんじん　さやいんげん　

水 　　　　　　いなかふうクリームスープ とうにゅう バター カリフラワー　こねぎ

12 　こくとうパン　ビーフシチュー 牛乳　牛肉　ベーコン パン　じゃがいも　あぶら　たまねぎ　にんじん　さやいんげん　

木 　　　　ほうれんそうのソテー 　 バター　くろざとう ほうれんそう　コーン

13 　ごはん　さばのみそ煮 牛乳　さば　みそ　とりにく ごはん　さとう　　　 たまねぎ　にんじん　こんにゃく　ごぼう

金 　　　　　　　にわとり汁 　 さといも ほししいたけ　ねぎ　しょうが

16 　ごはん　　　おでん 牛乳　ちくわ　あつあげ ごはん　さといも　 だいこん　こんにゃく　ごぼう　こまつな　

月 　　　　　　にびたし うずらたまご　しらすほし 　 もやし

17 　ごはん　キムチなべ 牛乳　ぶたにく　とうふ ごはん　ごまあぶら えのきだけ　ちんげんさい　キムチ　ねぎ

火 　　　　　　ねぎみそパオズ みそ　ミンチ マロニー　　パオズのかわ 　

18 　ひじきごはん　　つくね 牛乳　ぶたにく　ひじき　 ごはん　さとう　　 にんじん　たまねぎ　レタス

水 　　　　　　スープ あぶらあげ　つくね　 はるさめ 　

19 　ごはん　　とりてん 牛乳　とりにく　ぶたにく ごはん　こむぎこ　あぶら ごぼう　れんこん　にんじん　こんにゃく　

木 　　　　　　みそけんちんじる とうふ　あぶらあげ　みそ さといも ねぎ　しょうが

20 　ごはん　　さんまゆずみそ煮 牛乳　さんま　ぶた肉　大豆ごはん　さとう　あぶら こんにゃく　たけのこ　にんじん　ごぼう

金 　　　　　　かわりきんぴら ちくわ　くきわかめ　ひじき 　 れんこん

24 　ごはん　　ビビンバ 牛乳　牛肉　とりにく　みそ ごはん　さとう　あぶら　 ぜんまい　もやし　ほうれんそう　しょうが

火 　　　　　　　ごまじる　　デザート とうふ　あぶらあげ　たまご ごま　さといも　デザート にんにく　だいこん　ねぎ

25 　ごはん　かぼちゃサンド　　すまし汁 牛乳　ミンチ　くきわかめ ごはん　パン粉　油　さとうかぼちゃ　にんじん　こんにゃく　

水 　　　　くきわかめのいため煮 ぶたにく　あぶらあげ そうめん　しらたまもち みずな　さやいんげん

26 　ごはん　　きのこカレー 牛乳　ぶたにく　 ごはん　じゃがいも　 たまねぎ　にんじん　しめじ　エリンギ　しいたけ

木 　　　　　　　フルーツゼリー スキムミルク あぶら　ゼリー にんにく　みかん缶　おうとう缶　パイン缶

27 　ごはん　　ぶたにくのかんこくやき 牛乳　ぶたにく　とうふ ごはん　さとう　でんぷん たまねぎ　にんにく　りんご　コーン　

　 金 　　　　　かきたまコーンスープ かにかまぼこ　たまご 　 ほししいたけ　ほうれんそう

30 　ごはん　さけのみそマヨネーズやき 牛乳　さけ　みそ　ベーコン ごはん　マヨネーズ　ごま ほうれんそう　もやし　かぼちゃ　ねぎ

　 月 　　　もやしのソテー　　みそしる とうふ　あぶらあげ 　 　

　 　 　 　 　

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　 　

　 　  　  

　 　

　 　 　 　

　 　 　 　

　 　 　

　 　 　
　 　

　 　

 　 　

　 　

　 　

　大分県の料理“とり天”と、九重町でとれた
野菜を使った“みそけんちん汁”です。
　ごはんはもちろん、九重町産の新米です。
学校給食を通して、九重町の自然や文化、産業
等への理解を深めたり、生産に携わる人々への
感謝の気持ちをもってもらいたいと思っていま
す。

　１１月２９日の「いい肉の日」にちなんで、
大分県産の豚肉を食べてもらおうと、大分県養
豚組合・大分県畜産組合さんより“豚肉”を無
償で提供していただきました。
　こどもたちの大好きな「豚肉の韓国焼き」と
いうメニューです。
　この機会に“いのち”をいただいているとい
う感謝の気持ちを一緒に考えていけたらと思っ
ています。



月 火 水 木     金
4 5 6

9 10 11 12 13

16 17 18 19 20

23 24 25 26 27

30 　

　
「うがい・てあらい」

ごはん
　　（少）

むぎごはん

かぼちゃサンド
くきわかめの
　　　　　　いため煮

ごはん

ぶたどん
　　　（ぐ）

みそ汁

さけのみそマヨネー
ズやき

もやしのソテー

　「たけのこ」は中国をはじ
め、おもにアジアの国でた
べられています。
私たちがふつうたべている
ところは、根（ね）です。
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　「たまねぎ」は給食でいち
ばんたくさん使うやさいで
す。九重町でとれたたまね
ぎも多くつかっています。た
まねぎには、つかれをとる
こうかがあります。

　“豚肉の韓国焼き”には、
「りんご」をつかってありま
す。りんごは生で食べるだ
けでなく、煮たり焼いたりし
てもおいしいくだものです。
１年中ありますが、冬のくだ
ものです。

　「ひじき」には亜鉛（あえ

ん）がおおくふくまれていま
す。亜鉛はあじを感じるた
めにひつような成分です。

　たくさんの「きのこ」をつ
かったカレーです。きのこ
には食物繊維（しょくもつせ

んい）がおおく、カロリーの
ひくい、ヘルシーなたべも
のです。

　かぼちゃはビタミンＡのお
おい野菜です。かぜをよぼ
うしたり、はだがカサカサに
なるのをふせいでくれま
す。

　“にびたし”にはいってい
るのは「こまつな」です。カ
ルシウムのおおい野菜で
す。東京でたくさんつくら
れています。

　今日の給食は「まるごと
おおいたけん」メニューで
す。“みそけんちん汁”には
九重町でとれた野菜がたく
さんつかわれていますよ。

　「キャベツ」は日本で２
番目におおくつくられてい
る野菜です。今日のキャ
ベツは九重町でつくられ
たものです。

　「だいこん」は生でも煮て
もおいしく食べられる野菜
です。冬においしくなりま
す。にこみ料理にはかか
せない野菜です。

　「ちんげんさい」は、代表
的な中国やさいです。はく
さいのなかまです。ひん
けつのよぼうによい野菜
です。

　「ごま」はえいようたっぷ
りの食べ物ですが、かわ
をやぶらないと、その効果
がじゅうぶんありません。
今日はすりごまをたっぷり
使っているのでバッチリで
す。

　「ほうれんそう」は鉄分が
たくさんはいった野菜です。
カゼのよぼうにもなります。
のこさず食べましょう。

　“じゃがいものそぼろ煮”
には「しょうが」がつかわれ
ています。しょうがには体を
あたためてくれる働きがあ
ります。この時期にぴったり
ですね。

　鉄やカルシウムをおおく
ふくむ｛かいそう」は成長
期にかかせないたべもの
です。ダイエットにもこう
かがあり、べんぴのよぼ
うにもなります。
　

　「ごぼう」には食物繊維
（しょくもつせんい）がたっぷ
り。よくかんで食べると、お
なかの中をきれいにしてく
れます。ガンのよぼうにも
なります。
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いりこ
なめし

ごもく
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しゅうまい

つくね

　「しいたけ」にはつかれを
とり、血のながれをよくす
るはたらきがあります。九
重町でも多くつくられてい
ます。給食のしいたけも九
重町のものです。

　“うめぼし”をつくるとき
に、いっしょにつけた“し
そ”をかんそうさせ、細か
くしたものが｛ゆかり」で
す。食欲をそそる味です
ね。

デザート

にびたし

すまし汁

わすれずに！

九重町でもインフルエンザ
が流行しています!!

１９日（木） ２７日（金）
「学校給食まるごと大分県」の日
です。大分の名物料理“とり天”
と九重町でとれた野菜をつかった
“みそけんちん汁”です。“ごは
ん”ももちろん九重町産の新米で
す。

　１１月２９日「いい肉」の日に
ちなんで、大分県畜産組合（おお
いたけんちくさんくみあい）から
“ぶた肉”をたくさんいただきま
した。みんなの大好きな“韓国焼
き”です。残さず食べて下さい。




