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早いもので、令和元年も終わりになります。１年間を振り返り、新たな気持ちで新年を迎えたいもの
です。時代に合わせて年末・年始の過ごし方も変化していますが、家族や親戚が集まって食事を共にす
るのは、今も昔も変わりありません。最近はおせち料理を購入する方も増えていますが、皆で食卓を囲
み、家族の健康と長寿を願う気持ちはそのまま受け
継がれて行くことでしょう。
１年の終わりの日のことで、この日までに家の中をきれいにして、お正月の飾
り付けやおせち料理を作り、新しい年を迎えます。この晩に食べる年越しそばの
由来については①そばの実が三角形をしているので邪気を払うため
くて長いので長寿を願う

②そばは細

③細工師が金粉を集めるのにそば粉を使うため、お金

がたまるように、などの説があります。
これから始まる 1 年が、良い年でありますようにと、その年の年神様をお迎え
し、お祝いします。家族の健康と幸福を願い、
「初詣」や「お年玉」、
「おせち料理」
など、それぞれに意味があります。

地方や家庭によって、少しずつ違いますが、代々受け継がれ、願いや祝いを意味する食べ物です。
○かずのこ

○黒豆

たまごの数が多いことから子孫繁栄の意

まめで健康に暮らせますように

味があります。

という意味があります。

○田づくり

○えび

昔、いわしを田の肥料にしていたことか

腰が曲がるまで 長生きするように

ら、豊作を願います。

という長寿の意味があります。

○きんとん
漢字で｢金団｣と書き、金の集まったもの、
財宝という意味です
１月 11 日は鏡開きです。この日は正月に供えていた鏡もちを
木づちなどで割って食べます。
「割る」や「切る」という言葉は縁起
が悪いとされ、
「開く」という言葉が使われています。鏡開きのもち
は雑煮や汁粉にして食べます。昔は丸い形に整えたもちをそのまま供
えていて、乾燥したり、かびたりしましたが、現在は真空パックに
なっているものが多いです。
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15
チキンライス
コーンフライ
小松菜サラダ

16
ご飯
白玉汁
ぶりの味噌照焼き
小魚の佃煮

17
黒コッペパン
豆腐のグラタン
コールスローサラダ
パイン缶

胚芽精米 米粒麦 バタ
ー トマトシュース 鶏肉
玉ねぎ 人参 マッシュル
ーム グリンピース ／ハ
ム 春雨 ひじき 小松
菜 ごま油

白玉もち 鶏肉 凍り豆腐
人参 ほうれん草 大根
ごぼう 長ねぎ 干しい
たけ ／ぶり 生姜 ／か
たくちいわし煮干し 刻み
昆布

ベ ーコン 玉ねぎ 人 参
豆腐 マッシュルーム 小
麦粉 バター チーズ ス
キムミルク 牛乳 豆乳
粉チーズ パセリ／キャベ
ツ コーン ／パイン缶

カレーライス
あさりのサラダ
牛乳プリン

21
きつねうどん
チーズポテト
ぽんかん

22
ツナライス
メンチカツ・ソース
磯和え

23
ご飯
つみれ汁
鶏肉の照り焼き
切干し大根の煮付け

24
ソフトフランスパン
ポーククリームシチュー
厚揚げサラダ
天草オレンジ

豚肉 じゃがいも 人参
玉 ねぎ セロ リ りん ご
生姜 にんにく グリンピ
ース 小麦粉 ／あさり
生姜 きゅうり キャベツ
人参 ごま油 白ごま

油揚げ 鶏肉 つと 干し
いたけ 長ねぎ たもぎ
たけ ほうれん草 一味唐
辛子 ／じゃがいも バタ
ー チーズ 牛乳 スキム
ミルク

胚芽精米 米粒麦 豆腐
まぐろ水煮 人参 ごぼ
う 干しいたけ グリンピ
ース ／小松菜 もやし
のり

すりみ 焼き豆腐 生姜
豆腐 大根 人参 長ね
ぎ ／ 鶏肉 生姜 ／
切干し大根 油揚げ さつ
ま揚げ 人参 ひじき 一
味唐辛子

豚肉 じゃがいも 玉ねぎ
人参 パセリ 小麦粉
バター 牛乳 豆乳 チ
ーズ スキムミルク ／厚
揚げ 生姜 小麦粉 キャ
ベツ きゅうり 人参 ご
ま油 白ごま

27

28
しょうゆラーメン
大学芋
りんご

29
焼豚チャーハン
南瓜コロッケ
フルーツミックス

30
かき揚げ丼
みそ汁
ぽんかん

31
背割りコッペ
コーンシチュー
焼きフランク
大根サラダ

豚肉 メンマ 生姜 にん
にく つと もやし 玉ね
ぎ 人参 長ねぎ ほう
れん草 茎わかめ ／さつ
まいも 黒ごま

胚芽精米 米粒麦 豚肉
長ねぎ 生姜 にんにく
人参 玉ねぎ ホールコ
ーン 干しいたけ グリン
ピース ごま油／みかん
缶 パイン缶 黄桃缶
なし缶 夏みかん缶

えび いか あさり 桜
エビ しらす干し 玉ね
ぎ 人参 ごぼう 春菊
ひじき 切干し大根 小
麦粉 卵 ／じゃがいも
にら

ホールコーン クリーム
コーン ベーコン 玉ね
ぎ 人参 じゃがいも
パセリ 小麦粉 バター
スキムミルク チーズ
牛乳 豆乳 ／大根 ま
ぐろ水煮 きゅうり 人
参 白ごま

始業式

20

ご飯
マーボー豆腐
チキンナゲット
おひたし
豆腐 豚肉 生姜 にん
にく 人参 長ねぎ 干
しいたけ オイスターソー
ス ごま油 豆板醤 一
味唐辛子 ／小松菜 白
菜 糸かつお

＊牛乳 200ｍｌが毎日つきます。
＊献立は諸事情により変更することもあります。
＊くだものは、八百屋さんと入荷状況を相談してから確定します。変更することもあります。
＊わかめやしらす干しなどには、エビ・カニが混入していることもあります。
＊調味料などは重複するため省略しています。
＊冷凍食品等の詳細な成分表が必要な方は学校までお問い合わせください。

