
今月の宗像産

今月は12・13・20・27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。

☆お知らせ☆

ラッキーデイ・・・10日

誕生会・・・13日

郷土料理・・・26日[やせうま:大分県]平安時代に乳母に「八瀬(やせ)」に

　おやつをせがみ、八瀬はそのたびに小麦粉をこねてきな

　粉をまぶしたものを食べさせた。

　子どもは喜んでやがて「やせ、うまが欲しい」というよ

　うになった。

令和2 年

日 曜

2月　給食献立表 2020.1.31

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

1
15
29

土

かしわうどん 豆乳 調整豆乳・鶏肉・かつお
節・昆布・牛乳

うどん・砂糖(三温糖)・植物
油・せんべい

もも缶詰・たまねぎ・にんじん・
乾しいたけ・青ねぎ・バナナバナナ もも缶

豆乳(未満児)
牛乳(以上児)
せんべい

3 月

恵方巻き 牛乳 牛乳・プロセスチーズ・ウ
インナーソーセージ・焼き
のり・塩わかめ・煮干・豚
肩ロース・米みそ・スキム
ミルク・だいず(水煮）

精白米・上白糖・小麦粉(薄
力粉)・砂糖(三温糖)

きゅうり・にんじん・えのきた
け・たまねぎ・レタス・しょうがわかめスープ チーズ

レタス
豚の味噌漬け

スキムミルク
鬼まんじゅう

4
・
18

火

牛乳 牛乳・かつお節・昆布・白
身魚・米みそ・豚肉もも・
高野豆腐・煮干・スキムミ
ルク・豆乳・プレーンヨー
グルト

精白米・麦・白玉ふ・すりご
ま・植物油・上白糖・オレン
ジジュース・砂糖(三温糖)

バナナ・えのきたけ・青ねぎ・に
んじん・ごぼう・切干だいこん・
さやいんげん

麦ごはん
清汁 バナナ

スキムミルク魚のごまみそ焼き
五目きんぴら オレンジムース

5
・
19

水

雑穀ごはん 牛乳 牛乳・鶏肉・厚揚げ・塩わ
かめ・煮干・スキムミル
ク・あわせみそ・粉寒天

精白米・雑穀・植物油・砂糖
(三温糖)・片栗粉・さといも
(冷凍)・グラニュー糖・メー
プルシロップ・米粉

みかん・しょうが・キャベツ・
コーン，ホール(缶詰)・にんじ
ん・青ねぎ・ココナッツミルク

みかん
スキムミルク

鶏肉の甘辛煮
野菜ソテー
厚揚げとさといものみそ汁 米粉のにんじんおやき

6 木

牛乳 牛乳・鮭・鶏ひき肉・煮
干・調整豆乳・スキムミル
ク・鶏卵

精白米・麦・植物油・砂糖
(三温糖)・ごま油・片栗粉・
さつまいも・マーガリン

にんじん・チンゲンサイ・たまね
ぎ・もやし・にんにく(生)・えの
きたけ・しめじ・青ねぎ・乾しい
たけ・しょうが

野菜スティック
麦ごはん
鮭と青菜のオイスターソース炒め
中華スープ 豆乳

スイートポテト

7 金

牛乳 牛乳・塩わかめ・煮干・鶏
肉・スキムミルク・鶏卵・
生クリーム（植物性）

せんべい・ロールパン・コン
ソメ・さつまいも・マヨネー
ズ・上白糖・砂糖(三温糖)

生しいたけ・たまねぎ・青ねぎ・
トマトケチャプ・かぼちゃ・コー
ン，ホール(冷凍)・きゅうり・に
んじん

せんべい
ロールパン
清汁
チキンチャップ
かぼちゃとさつまいものサラダ

スキムミルク
プリン

8
・
22

土

豆乳 調整豆乳・ベーコン・い
か・むきえび・粉チーズ・
含脂加糖ヨーグルト

スパゲティ(乾)・植物油・コ
ンソメ・ビスケット

バナナ・たまねぎ・にんじん・こ
まつな

シーフードスパゲティ
ヨーグルト バナナ

ビスケット

10
・
25

月
.
火

麦ごはん 牛乳 牛乳・牛ひき肉・豚ひき
肉・鶏卵・木綿豆腐・煮
干・スキムミルク・鶏卵・
まぐろ油漬(缶詰)

精白米・麦・じゃがいも・植
物油(揚げ吸油分)・パン粉・
小麦粉(薄力粉)・食パン(６
枚切)・ホットケーキミック
ス・マーガリン・上白糖

りんご・たまねぎ・にんじん・ト
マト・こまつな・だいこん・パセ
リ

りんご
スキムミルク

コロッケ
トマト
豆腐とコロコロ野菜の清汁 メロンパントースト

ツナパン(25日）

12 水

牛乳 牛乳・白身魚・いか(線切
り)・鶏卵・ベーコン・スキ
ムミルク・きな粉・豆乳

ロールパン・じゃがいも・オ
リーブ油・コンソメ・砂糖
(三温糖)・植物油・米粉・上
白糖

パイン缶・トマト・たまねぎ・に
んにく(生)・パセリ・ほうれんそ
う(生)・にんじん

パイン缶
ロールパン
ブイヤベース
ほうれん草の五目炒め スキムミルク

米粉のきな粉クッキー

13 木

牛乳 牛乳・鶏肉・鶏卵・粉寒
天・スキムミルク

さつまいも・精白米・麦・小
麦粉(薄力粉)・植物油(揚げ
吸油分)・砂糖(三温糖)・マ
ヨネーズ・植物油・緑豆はる
さめ・鶏がらだしの素・乳酸
菌飲料

コーン，ホール(缶詰)・さやいん
げん・たまねぎ・パセリ・キャベ
ツ・パイン缶・きゅうり・はくさ
い・にんじん・青ねぎ・しょうが

野菜スティック
スキムミルク
マロンケーキ

コーンとインゲンの混ぜご飯
チキン南蛮
ハワイアンサラダ
白菜と春雨のスープ
カルピスゼリー

14
・
28

金

牛乳 牛乳・牛肉もも・スキムミ
ルク・芽ひじき(乾)・調整
豆乳・鶏卵・牛乳

精白米・雑穀・じゃがいも・
植物油・カレー粉・カレール
ウ・鶏がらだしの素・すりご
ま・ごま油・小麦粉(薄力
粉)・砂糖(三温糖)・植物油
(揚げ吸油分)・粉糖

りんご・たまねぎ・にんじん・
コーン，ホール(缶詰)・さやいん
げん・トマトケチャプ・こまつ
な・きゅうり

りんご
雑穀ごはん
カレー煮
小松菜とひじきの和え物 豆乳

ドーナツ

17 月

牛乳 牛乳・プロセスチーズ・牛
ひき肉・豚ひき肉・牛乳・
鶏卵・豆乳・スキムミルク

精白米・麦・パン粉・植物
油・鶏がらだしの素・クラッ
カー

たまねぎ・トマトケチャプ・ブ
ロッコリー・コーン，クリーム
(缶)・コーン，ホール(缶詰)・エ
リンギ・しめじ・えのきたけ・に
んじん・パセリ・いちご

チーズ
麦ごはん
ハンバーグ
ゆでブロッコリー
きのこと豆乳のコーンスープ

スキムミルク
いちご
クラッカー

20 木

牛乳 牛乳・白身魚・ちくわ・調
整豆乳

精白米・麦・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・
すりごま・鶏がらだしの素・
食パン(６枚切)

にんじん・ふりかけ(わかめ)・
しょうが・青ねぎ・もやし・キャ
ベツ・たまねぎ・コーン，ホール
(缶詰)・パセリ

野菜スティック
わかめごはん
シュンユイ
もやしのごま和え 豆乳
オニオンスープ メロンパントースト

21 金

牛乳 牛乳・鶏卵・木綿豆腐・プ
ロセスチーズ・鶏肉ささ身
（そぎ切り）・芽ひじき
(乾)・スキムミルク・鶏
卵・生クリーム（植物性）

せんべい・ロールパン・じゃ
がいも・鶏がらだしの素・植
物油・上白糖・砂糖(三温糖)

たまねぎ・パセリ・にんじん・ト
マトケチャプ・だいこん・きゅう
り

ロールパン
野菜スープ せんべい
豆腐とチーズの卵焼き
ひじきのマリネ

スキムミルク
プリン

26 水

牛乳 牛乳・白身魚・プレーン
ヨーグルト・鶏卵・塩わか
め・かつお節・昆布・スキ
ムミルク・きな粉

ロールパン・マヨネーズ・バ
ター・片栗粉・小麦粉(薄力
粉)・砂糖(三温糖)

パイン缶・キャベツ・パセリ・レ
モン果汁・にんじん・えのきたけパイン缶

ロールパン
魚のサワーソース焼き
にんじんのグラッセ
卵スープ

スキムミルク
やせうま

27 木

牛乳 牛乳・しらす干し・豚肉も
も・だいず(水煮）・スキム
ミルク・鶏卵・エバミルク

さつまいも・精白米・麦・植
物油・砂糖(三温糖)・鶏がら
だしの素・小麦粉(薄力粉)・
黒砂糖

にんじん・ごぼう・根深ねぎ・さ
やいんげん・しょうが・はくさ
い・たまねぎ・えのきたけ

野菜スティック
しらすごはん
大豆と豚肉の黒酢煮
はくさいのスープ スキムミルク

マーラーカオ
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