
令和4年度　　1月献立ひとくちメモ①　　　　　　　　いちき串木野市立学校給食センター
ひ

日にち
ようび

曜日 献立 ひとくちメモ

10 火

ぎゅうにゅう

　　コッペパン　　牛乳

　　ﾐｰﾄスパゲティ

　　マスタードサラダ　　　いちごジャム

がっき ことし えいよう よ しょくじ

　　　あけましておめでとうございます。３学期がスタートしました。今年も栄養バランスの良い食事をし
げんき ねん きょう だいす

　　て元気な１年になるようにしましょう。今日は,みなさんの大好きなスパゲティです。スパゲティは,パ
なかま な ご いみ ゆらい

　　スタの仲間です。スパゲティの名はイタリア語の「ひも」という意味の「スパーゴ」に由来するといわ

　　れています。

11 水

むぎ ぎゅうにゅう

　　麦ごはん　　　牛乳

　　わかめスープ　　　きざみのり
ぐ

　　きんぱどんの具　　　フルーツムース

せいしき かんこく のり ま のり

　　　「きんぱ」は，正式には「キムパプ」という韓国の海苔巻きです。キムは「海苔」,パプは「ごはん」を
あらわ はしま ちゅう ねんせい かていか じゅぎょう かんが こんだて ほんらい かんこくふう あぶら しお

　　表します。羽島中の２年生が家庭科の授業で考えてくれた献立です。本来は,韓国風のごま油や塩
のり さまざま ぐざい ま きゅうしょくのり    ま むずか

　　のきいた海苔にごはんや様々な具材を巻くのですが，給食で海苔巻きは難しいのでアレンジして「ど
く あ がっこうきゅうしょく

　　んぶり」にしてみました。また，フルーツヨーグルトと組み合わせてくれていたのですが，学校給食で
しつ あ けいかく かんこくふう あじ たの

　　たんぱく質とフルーツは和えてないのでフルーツムースを計画しました。韓国風の味を楽しんでくださ

　　い。

12 木

ぎゅうにゅう

　　ミルクパン　　牛乳
ちゅうかに

　　とうふとちくわの中華煮

　　ぜんざい

がつ にち かがみびら おこな しょうがつ かみさま そな かがみもち ひ

　　　１月１１日は「鏡開き」が行われます。お正月に神様にお供えした鏡餅をいただく日とされて います。
かがみもち かがみ へいわ えんまん いみ わ ひら ことば すえひろ

　　鏡餅の「鏡」は「平和・円満」の意味があるため「割る」ではなく「開く」という言葉をあてて「末広がり」を
あらわ きゅうしょく もち かがみもちしよう もち まる もち

　　表しているといわれています。給食のお餅は鏡餅で使用したお餅ではないですが，丸いお餅にみなさん
ねん しあわ す おも つく た

　　が１年の幸せで過ごせるようにという思いをこめて，ぜんざいを作ります。ゆっくりかんで食べてくださいね。

13 金

むぎ ぎゅうにゅう

　　麦ごはん　　牛乳

　　チキンカレー
わふう

　　和風サラダ

わふう にち はい わか め かんじ あ えん

　　　和風サラダや１１日のスープに入っていた「わかめ」は，「若い芽」という漢字を当てることができるので縁
ぎ た もの おお ふく がつ

　　起のいい食べ物とされています。カルシウムやマグネシウムなどのミネラルを多く含んいます。１２月から
がつ さいしゅ りょうしつ

　　２月までに採取したわかめは良質でおいしいといわれています。

16 月

むぎ ぎゅうにゅう

　　麦ごはん　　　牛乳
はくさい しる あじ

　　白菜とあさりのみそ汁　　しそ味ひじき
しょうがに にしょく

　　いわしの生姜煮　二色なます

しる はい はくさい がつ がつ しゅん ちゅうごく ほくぶ う やさい にっしん にちろ せんそう

　　　みそ汁に入っている白菜は１１月から２月が旬です。中国　 北部生まれの野菜です。日清・日露戦争を
にほん さいばい はくさい だいぶぶん すいぶん しー おお ふく

　　きっかけに日本でも栽培されるようになりました。白菜の大部分が水分ですが，ビタミンＣを多く含むため，
かぜ よぼう めんえきりょくたか はたら

　　風邪の予防や免疫力を高める働きがあります。

17 火

ぎゅうにゅう

　　バターパン　　牛乳

　　カラフルビンズ

　　フルーツポンチ

しゅるい まめ はい にほん まめ

　　　カラフルビンズには，３種類の豆が入っています。ひとつは，ガルバンゾーという日本では「ひよこ豆」と
しろいろ まめ あか まめ

    よばれる白色のころっとした豆です。もうひとつは，レッドキドニーとう「赤いんげん豆」です。あとひとつは，
あお まめ まめ にがて ひと まめ からだ ひつよう

　　マローファットピースという「青えんどう豆」です。豆が苦手な人もいますが，豆には体に必要なミネラルが
おお ふく た くふう のこ た

　　多く含まれています。食べやすいよう工夫しているので残さず食べてくださいね。

18 水

ぎゅうにゅう

　　ゆかりごはん　　　牛乳
ぞうに

　　さつま雑煮
こんぶま

　　昆布巻き　　　アセロラミルクゼリー

しょうがつ ぞうに た ぞうに ちほう あじ もち かたち ぐざい こと

　　　お正月に，どのようなお雑煮を食べましたか？お雑煮は，地方ごとに味やお餅の形，  具材などが異な
ぞうに な とお かごしま けん ぞうに ほんらい や きゅう

    ります。さつま雑煮は，その名の通り鹿児島県のお雑煮です。本来は「焼きエビ」でだしをとりますが，給
　しょくしよう むずか ちい しよう

    食で使用することは難しいので小さなさくらえびを使用しています。

19 木

　　チーズパン　　牛乳

　　ホワイホワタン　　サワーキャベツ

　　とりレバーのオーロラソースあえ

か りょうり き かんじ か きいろ はな ゆ か

　　　ホワイホワタンと書くと，どんな料理ですか？と聞かれますが，漢字で書くと「黄色い花の湯」と書いて
ほわいほわ  たん ゆ ちゅうごく ご あらわ たまごい たまご きいろ はな

    （黄花    湯）といいます。湯は中国   語でスープを表します。卵を入れたスープで，卵が黄色い花のよう
み なまえ

     に見えることからこの名前がついたといわれています。



令和4年度　　１月献立ひとくちメモ②　　　　　　　いちき串木野市立学校給食センター
ひ

日にち
ようび

曜日 献立 ひとくちメモ

20 金

むぎ ぎゅうにゅう

　　麦ごはん　　　　　牛乳

　　すきやき
はなはな

　　花花サラダ　　ごまドレッシング

めいじ いこう にほんじん した りょうり がつ

　　　　すきやきは，明治以降に日本人に親しまれるようになった料理のひとつです。みなさんは，１０月
かごしまけん わぎゅう し かごしま けん さまざま のうさんぶつ

　　に鹿児島県で「和牛オリンピック」があったことを知っていますか？鹿児島県では，様々な農産物だ
ちくさん ぶもんちゅう ぶもん い きょう かごしまけん さん ぎゅうにく しよう

　　けではなく畜産もさかんで９部門中６部門で１位をとりました。今日は，鹿児島県産の牛　肉を使用
にく あじ

　　した「すきやき」です。お肉のおいしさを味わってください。

23 月

ぎゅうにゅう

　　ごはん　　　牛乳
とんこつに

　　豚骨　煮
こまつな

　　小松菜のごまあえ

とんこつ かごしまけん きょうどりょうり ほんらい かりば た りょうり

　　　　豚骨は，鹿児島県の郷土料理のひとつです。本来は，狩場で食べられていたアウトドア料理の
かりば ぶた つか しょうちゅう にこ か

　　ひとつだったそうです。狩場では，豚ではなく捕まえたイノシシを焼酎で　煮込みやわらかくして，鹿
こじまけんとくさん くろざとう むぎ にこ つく りょうり ほね き つ

　　児島県特産の黒砂糖と麦みそで煮込んで作られた料理だったそうです。骨があるので気を付けて
た ほね はい しょく かん い へんきゃく

　　食べてください。また，骨はごはんが入ってきた食　缶に入れて返却してください。

24 火

こくとう ぎゅうにゅう

　　黒糖パン　　　牛乳

　　さつまいものシチュー

　　アーモンドサラダ

にち にち ぜんこく がっこう きゅうしょく しゅうかん しゅうかん かごしまけん きょうどりょうり けんない

　　　　２３日～２７日は，全国  学校  給食    週間です。この週間には，鹿児島県の郷土料理や県内
しょくざい しよう こんだて けいかく ことし くしきの しない せいさん ゆうき

　　の食材をできるだけ使用した献立を計画しています。今年は，いちき串木野市内で生産された有機
やさい しよう しょくざい あじ

　　野菜も使用しています。食材のおいしさを味わってくださいね。

25 水

ぎゅうにゅう

　　ごはん　　　牛乳
じばさん やさい しる

　　地場産野菜のみそ汁
や

　　きびなごのかば焼き　　ぽんかん

きょう くしきのし さん しょくざい しよう しる たま いがい にんじん

　　　　今日は，いちき串木野市産の食材をたくさん使用しています。みそ汁は，玉ねぎ以外の人参・
だいこん せいふく さいばい ゆうき やさい しよう くしきのし るい

　　　大根・じゃがいもは生 福で栽培された有機野菜を使用しています。いちき串木野市は，かんきつ類
さいばい さか きょう くしきのし さん

　　　の栽培も盛んです。今日のぽんかんもいちき串木野市産のものです。。

26 木

ぎゅうにゅう

　　バーガーパン　　　牛乳
おやこ て や

　　親子うどん　　　照り焼きチキンパテイ
ちゅう

　　ボイルキャベツ　スライスチーズ（中のみ）

おやこ くしきのしさん しょくざい はい

　　　　親子うどんにも，いちき串木野市産の食材がたくさん入っています。たまごやうどん，かまぼこ
しよう ちょうりいん かつらん しよう

　　にんじんです。５６ｋｇのたまごを使用しますが，ひとつひとつ調理員さんに割卵してもらって使用し
から はい いろ わ たいへん さ ぎょう

　　ています。殻が入らないように，色などおかしいものはないかチェックしながら割るので大変な作業
じもと た

　　ですが，みなさんに地元のおいしいたまごを食べてほしくてがんばっています。

27 金

ぎゅうにゅう

　　ごはん　　牛乳
けいはん あつあ

　　鶏飯のスープ　　　厚揚げのそぼろみそかけ
けいはんぐ

　　鶏飯の具　　　　　　きざみのり

けいはん かごしま けん あまみ ちほう つた きょうど りょうり ほんらい けいはん づ

　　　　鶏飯は，鹿児島県の奄美地方に伝わる郷土  料理のひとつです。本来の鶏飯にはパパイヤ漬
あまから に きんし たまご ぐざい とり

　　 けや甘辛く煮たしいたけ，とりのほぐしみ，錦糸卵などの具材をのせて鶏ガラでとったスープをかけ
りょう り むかしきび だんあつ なか やくにん きも りょうり

     た料  理です。昔，厳しい弾圧の中で役人の気持ちをやわらげるためのおもてなし料理のひとつだ

     ったそうです。

30 月

むぎ ぎゅうにゅう

　　麦ごはん　　　 牛乳
こんさい しる

　　根菜のみそ汁
どん ぐ

　　プルコギ丼の具　　　ヨーグルト

かんこくりょうり かんこくご ひ にく いみ

　　　　プルコギとは，韓国料理のひとつです。「プル」とは，韓国 語で「火」，「コギ」はに「肉」を意味しま
にく や りょうり いみ にほん やきにく ちゅうかん りょうり

    す。肉を焼いた料理という意味ですが，日本の焼肉とすきやきの中間のような料理です。ごはんとの
あいしょう よ のりま ぐ やさい ま た

    相性もよく，キンパと呼ばれる海苔巻きの具にしたり，野菜で巻いたりして食べたりします。

31 火

ぎゅうにゅう

　　アップルパン　　牛乳
ふゆやさい

　　冬野菜のクリームシチュー
そう

　　ほうれん草とコーンのソテー

きょう はしま ちゅう ねんせい かていか じゅぎょう かんが こんだて そう

　　　　今日は，羽島中の２年生が家庭科の授業で考えてくれた献立です。シチューとほうれん草とコー
かんが きせつ あ ふゆ

　　　ンのバターソテー」を考えてくれました。季節に合わせてかぶやカリフラワー，ブロッコリーなどの冬
やさい い こんだて あぶら きょう

　　　野菜をたくさん入れた献立にしました。いつもは，サラダ油でしますが今日はバターでソテーしてあ

　　　ります。


