
平成 31 年

日 曜

りんご
サブレ

今月は18・25・28・29日に宗像産の野菜をたくさん取り入れた献立をたてました。
季節の野菜を食材にたくさん取り入れてみました。

ラッキーデイ・・・10日
誕生会・・・25日

たまねぎ・にんじん・ピーマン・ト
マトケチャプ・えのきたけ・キャベ
ツ・青ねぎ

1月　給食献立表 2019.1.4

昼食 おやつ 赤:血や肉になる 黄:熱や力となる 緑:調子をととのえる

4 金

麦ごはん 牛乳 牛乳・牛肉もも・煮干・麦
みそ

ハイハイン・精白米・麦・植
物油・カレー粉・緑豆はるさ
め・ドリンクヨーグルト・せ
んべい

牛肉とたまねぎのカレー炒め ハイハイン
春雨のみそ汁

調整豆乳・焼き豚・鶏卵・
赤色辛みそ・含脂加糖ヨー
グルト

中華めん・すりごま・中華
スープの素・ごま油・鶏がら
だしの素・パイ

飲むヨーグルト
せんべい

5
・
19

土

みそラーメン 豆乳

牛乳・プロセスチーズ・豚
肉ヒレ・鶏卵・ベーコン・
スキムミルク・鶏肉・油揚
げ・煮干し

精白米・麦・小麦粉(薄力
粉)・パン粉・植物油(揚げ吸
油分)・じゃがいも・鶏がら
だしの素・サブレ

(21日)

もも缶詰・もやし・にんじん・青ね
ぎ・しょうがヨーグルト もも缶

パイ

7
・
21

月

麦ごはん 牛乳

牛乳・がんもどき・ベーコ
ン・スキムミルク・生ク
リーム（植物性）・調整豆
乳・鶏卵

精白米・麦・植物油・ごま
油・中華スープの素・砂糖
(三温糖)・片栗粉・コンソ
メ・小麦粉(薄力粉)・バ
ター・植物油(揚げ吸油分)・
粉糖

トマトケチャプ・レタス・キャベ
ツ・たまねぎ・にんじん・パセリ・
七草・はくさい・だいこん・りんご

豚カツ チーズ
レタス スキムミルク
野菜スープ 七草がゆ　　(7日)

8
・
22

火

麦ごはん 牛乳

牛乳・塩わかめ・かつお
節・昆布・白身魚・赤色辛
みそ・しらす干し・スキム
ミルク・青大豆きな粉

精白米・麦・上白糖・すりご
ま・砂糖(三温糖)・食パン
(サンドイッチ用)・黒すりご
ま・メープルシロップ

もも缶詰・にんじん・たけのこ(ゆ
で)・セロリ・さやいんげん・乾し
いたけ・チンゲンサイ・たまねぎ・
コーン，ホール(缶詰)

がんもどきの中華風うま煮 もも缶
チンゲン菜のミルクスープ 豆乳

ドーナツ

スキムミルク

9
・
23

水

麦ごはん 牛乳

牛乳・鶏肉・鮭・昆布・ス
キムミルク・米みそ・生ク
リーム（植物性）

精白米・雑穀・カレー粉・砂
糖(三温糖)・植物油・カステ
ラ

バナナ・えのきたけ・しょうが・
キャベツ・きゅうり・にんじん清汁 バナナ

魚のみそ煮 スキムミルク
ごま酢和え きなごまトースト

10
・
24

木

雑穀ごはん 牛乳

牛乳・塩わかめ・煮干・米
みそ・白身魚・粉チーズ・
焼き竹輪・煮干し

精白米・雑穀・じゃがいも・
小麦粉(薄力粉)・パン粉・マ
ヨネーズ・植物油・すりご
ま・ごま油・あずき(乾)・砂
糖(三温糖)

みかん・だいこん・にんじん・さや
いんげん・かぶ・キャベツ・青ね
ぎ・いちご

鶏肉とだいこんのカレーじょうゆ煮 みかん
三平汁 スキムミルク

いちごのケーキ

11 金

雑穀ごはん 牛乳

調整豆乳・豚肉・いか・あ
さり・牛乳

中華めん・中華スープの素・
鶏がらだしの素・ビスケット

いちご・たまねぎ・マッシュルーム
水煮缶詰・パセリ・こまつな・にん
じん

みそ汁 いちご
魚のマヨネーズ焼き ぜんざい
小松菜と竹輪の炒め物 いりいりこ

ビスケット

12
・
26

土

ちゃんぽん 豆乳

牛乳・煮干・白身魚・鶏
卵・ロースハム・スキムミ
ルク・豚ひき肉

ハイハイン・精白米・麦・白
玉ふ・片栗粉・植物油(揚げ
吸油分)・ごま油・砂糖(三温
糖)・中華スープの素・植物
油・じゃがいも

もも缶詰・たまねぎ・キャベツ・も
やし・にんじん・乾しいたけ・青ね
ぎ・しょうが・バナナ

バナナ もも缶
豆乳(未満児）
牛乳(以上児）

15 火

麦ごはん 牛乳

牛乳・まぐろ油漬(缶詰)・
牛肉もも・絹ごし豆腐・む
きえび・調整豆乳・鶏卵・
粉チーズ

精白米・麦・じゃがいも・鶏
がらだしの素・コンソメ・マ
ヨネーズ・砂糖(三温糖)・小
麦粉(薄力粉)・バター・黒ご
ま

生しいたけ・青ねぎ・しょうが・ほ
うれんそう(生)・たまねぎ・にんじ
ん・たまねぎ

清汁 ハイハイン
シュンユイ スキムミルク
ほうれん草の五目炒め 肉万十

16
・
30

水

シーチキンごはん 牛乳

牛乳・鶏卵・ウインナー
ソーセージ・鶏肉・スキム
ミルク・豆乳

せんべい・ロールパン・じゃ
がいも・植物油・鶏がらだし
の素・米粉・上白糖・アーモ
ンドパウダー

ぽんかん・にんじん・キャベツ・た
まねぎ・だいこん・セロリ・きゅう
り・コーン，ホール(缶詰)

ポトフ ぽんかん
洋風白和え 豆乳

黒ごまとチーズ入りクッキー

17
・
31

木

ロールパン 牛乳

牛乳・プロセスチーズ・牛
肉・はんぺん・スキムミル
ク

精白米・麦・上白糖・ごま
油・白ごま(いり)・すりご
ま・マヨネーズ・緑豆はるさ
め・植物油・鶏がらだしの
素・食パン(サンドイッチ
用)・イチゴジャム

たまねぎ・にんじん・パセリ・ブ
ロッコリー・はくさいウインナーのオムレット せんべい

ゆでブロッコリー スキムミルク
白菜と鶏肉のスープ 米粉マフィン

18 金

ビビンバ丼風 牛乳

牛乳・鶏肉・鶏卵・ベーコ
ン・厚揚げ・スキムミルク

ロールパン・小麦粉(薄力
粉)・植物油(揚げ吸油分)・
砂糖(三温糖)・マヨネーズ・
白ごま(いり)・鶏がらだしの
素・マロンケーキ

にんにく(生)・しょうが・にんじ
ん・こまつな・もやし・キャベツ・
きゅうり・たまねぎ・青ねぎ

はんぺんのサラダ チーズ
春雨スープ スキムミルク

ジャムサンド

25 金

ロールパン 牛乳

牛乳・鶏肉・焼き豆腐・か
つお節・昆布・ロースハ
ム・スキムミルク

ロールパン・花麩・さといも
(冷凍)・こんにゃく・片栗
粉・砂糖(三温糖)・ごま油・
さつまいも

いちご・たまねぎ・パセリ・れんこ
ん・レタス・しめじ・えのきたけ・
たまねぎ・にんじん・ほうれんそう
(生)・だいこん・コーン，ホール
(缶詰)

チキン南蛮 いちご
厚揚げとれんこんのサラダ スキムミルク
コンソメスープ マロンケーキ

28 月

ロールパン 牛乳

牛乳・白身魚・ベーコン・
スキムミルク・豚ひき肉

ハイハイン・精白米・麦・砂
糖(三温糖)・植物油・鶏がら
だしの素・じゃがいも・ホッ
トケーキミックス・コンソメ

りんご・にんじん・れんこん・ごぼ
う・さやいんげん・乾しいたけ・ブ
ロッコリー・カリフラワー・パイン
缶

だぶ りんご
カリフラワーとブロッコリーのサラダ スキムミルク

さつまいものパイン煮

29 火

麦ごはん 牛乳

青みとして親しまれています。

漢字では「勝男菜」とも書き「勝つ」に通じることから縁起がよいということで、博多雑煮の

しょうが・ブロッコリー・だいこ
ん・ほうれんそう(生)・にんじん・
たまねぎ

魚のてりやき ハイハイン
ゆでブロッコリー スキムミルク
ベーコンスープ 肉万十

☆お知らせ☆

今月の宗像産

・保存方法…湿らせたペーパータオルなどに包んでポリ袋に入れ、野菜室に立てて保存しましょ

・選び方…緑が濃く鮮やかで、葉に光沢と厚みがあり、みずみずしく、張りがあるもの

る」ということからだと言われています。高菜の仲間で、色は濃い緑色、肉厚の葉は縮れていま

かつお菜は博多の伝統野菜の一つです。名前の由来は「煮るとかつお(だし)のように風味があ

博多の野菜～かつお菜～

雑煮に入れる餅の形も地方によって違いがあり、博多では丸い餅を使うのが一般的です。

おめでたい席によく使われます。さらに、欠かせないものが「かつお菜」です。

また、具材としてブリを入れるのも特徴的です。ブリは大きさで名前が変わっていく出生魚で

博多雑煮はすまし仕立てで、だしには焼きアゴ(とびうおを乾燥させて焼いたもの)を使います。

食べると故郷の味を思い出す人も多いのではないでしょうか。

お正月の料理として代表的なのが雑煮です。地域によって具材や味つけに違いがあり、雑煮を

博多雑煮

「がめ煮」は博多の代表的な家庭料理であり、お正月やお祝い事、博多祇園山笠などの行事には

がめ煮

郷土料理で迎えるお正月
～がめ煮・博多雑煮と博多の野菜～

地域や家庭によって味つけや作り方、使う食材など細かな違いがあります。

いう博多の方言から「がめ煮」という名前がついたとされています。筑前煮とも呼ばれます。

名前の由来は諸説ありますが、いろいろなものを「がめくりこんで(いろいろ入れ込んで）」と

味つけして煮こみます。

鶏肉、里芋、人参、蓮根、ごぼう、椎茸、こんにゃく等をひと口大に切り、砂糖と醤油等で

欠かせません。
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