
今月の宗像産

今月は 3・16・26・31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・・11日

お別れ会・・12日

誕生会・・19日

郷土料理・・5日「サーターアンダギー：沖縄県」砂糖＝サーター、油＝アンダ、揚げる＝アギー。

砂糖入り揚げ菓子という意味。

令和2年

日 曜

3月　給食献立表 2020.2.28

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

2
・
30

月

筑前煮 牛乳 牛乳・鶏肉・厚揚げ・焼き
竹輪・煮干・米みそ・スキ
ムミルク

じゃがいも・こんにゃく・植
物油・砂糖(三温糖)・精白
米・雑穀・食パン(サンドイッ
チ用)・マーガリン

バナナ・にんじん・だいこん・ごぼ
う・さやいんげん・乾しいたけ・も
やし・えのきたけ・かいわれだいこ
ん・りんご

雑穀ごはん バナナ
みそ汁 スキムミルク

りんごのトースト

3 火

牛乳 牛乳・昆布・鶏卵・桜でん
ぶ(ピンク)・かつお節・焼
き竹輪・プロセスチーズ・
スキムミルク・粉寒天

精白米・砂糖(三温糖)・白ご
ま(いり)・白玉ふ・小麦粉(薄
力粉)・パン粉・植物油(揚げ
吸油分)・オレンジジュース・
にんじんジュース・乳酸菌飲
料

いちご・にんじん・ごぼう・乾しい
たけ・きぬさや・えのきたけ・青ね
ぎ・ブロッコリー

いちご
花寿司
清汁
ちくわのチーズ詰めフライ
ゆでブロッコリー

スキムミルク
ひなゼリー

4
・
18

水

牛乳 牛乳・鶏肉・ベーコン・ス
キムミルク・鶏卵

ロールパン・砂糖(三温糖)・
植物油・マーガリン・鶏がら
だしの素・バター・小麦粉(薄
力粉)・ホットケーキミック
ス・さつまいも・甘納豆（あ
ずき）

りんご・たまねぎ・しょうが・コー
ン，ホール(缶詰)・にんじん・パセ
リ

ロールパン
鶏のマリネ焼き りんご
ソテー
キャロットスープ

スキムミルク
石垣いも

5 木

牛乳 牛乳・豚ひき肉・米みそ・
スキムミルク・鶏卵

せんべい・精白米・麦・じゃ
がいも・植物油・砂糖(三温
糖)・鶏がらだしの素・ホット
ケーキミックス・小麦粉(強力
粉)

にんじん・たまねぎ・グリンピー
ス・チンゲンサイ・コーン，ホール
(缶詰)・えのきたけ

麦ごはん
ポテトのみそ炒め せんべい
コンソメスープ スキムミルク

サーターアンダギー

6
・
17

金
火

牛乳 牛乳・高野豆腐・豚ひき
肉・煮干・鶏肉ささ身・塩
わかめ・かつお節・昆布・
調整豆乳・豆乳

精白米・麦・ごま油・砂糖(三
温糖)・片栗粉・米粉・上白
糖・アーモンドパウダー・植
物油

パイン缶・にんじん・乾しいたけ・
たまねぎ・さやいんげん・しょう
が・青ねぎ

パイン缶
麦ごはん
高野豆腐のそぼろ煮
清汁 豆乳

米粉マフィン

7
・
21

土

きつねうどん 豆乳 調整豆乳・鶏卵・かまぼ
こ・油揚げ・かつお節・昆
布・含脂加糖ヨーグルト

うどん・上白糖・せんべい いよかん・乾しいたけ・ほうれんそ
う(生)ヨーグルト いよかん

せんべい

9
・
23

月

牛乳・鶏肉・スキムミル
ク・生クリーム（植物
性）・豆乳・粉寒天

ロールパン・小麦粉(薄力
粉)・マーガリン・鶏がらだし
の素・植物油・ごま油・すり
ごま・砂糖(三温糖)

にんじん・ブロッコリー・たまね
ぎ・マッシュルーム水煮缶詰・ほう
れんそう(生)・バナナ・もも缶・パ
イン缶・みかん缶

ロールパン 牛乳
鶏肉とブロッコリーのクリーム煮野菜スティック
菜の花和え スキムミルク

フルーツ豆乳かん

10
・
24

火

牛乳 牛乳・かまぼこ・煮干・牛
肉・まぐろ油漬缶詰・米み
そ・スキムミルク・鶏卵

精白米・麦・やまいも・植物
油・砂糖(三温糖)・小麦粉(薄
力粉)・粉糖

もも缶詰・えのきたけ・青ねぎ・ス
ナップえんどう・キャベツ・もや
し・きゅうり・にんじん・レモン果
汁

もも缶
スキムミルク

麦ごはん
清汁
やまいもと牛肉の炒め煮
みそドレッシングサラダ カトルカール

11
・
25

水

わかめごはん 牛乳 牛乳・鶏肉・塩わかめ・白
身魚・ベーコン・煮干・米
みそ・スキムミルク・プ
レーンヨーグルト

精白米・麦・カレー粉・植物
油・じゃがいも

バナナ・にんじん・たまねぎ・トマ
ト・キャベツ・たまねぎ・もも缶・
みかん缶

魚のカレー焼き バナナ
トマト スキムミルク
洋風みそ汁 フルーツヨーグルト

12 木

牛乳 牛乳・プロセスチーズ・鶏
肉・白身魚・スキムミル
ク・ロースハム・塩わか
め・鶏卵・おから

食パン(サンドイッチ用)・り
んごジャム・片栗粉・植物油
(揚げ吸油分)・砂糖(三温
糖)・パン粉・緑豆はるさめ・
ごま油・鶏がらだしの素

しょうが・にんにく(生)・たまね
ぎ・にんじん・きゅうり・いちご・
青ねぎ

チーズ
スキムミルク
おからスコーン

ジャムサンド（りんご）
鶏のから揚げ
ギョロッケ
春雨サラダ
いちご
わかめスープ

13
・
27

金

麦ごはん 牛乳 牛乳・鶏ひき肉・木綿豆
腐・鶏卵・挽きわり納豆・
しらす干し・かつお節・煮

ンパンマンクッキー（13日）干・調整豆乳

さつまいも・精白米・麦・
しゅうまいの皮・砂糖(三温
糖)・片栗粉・ごま油・植物
油・小麦粉(薄力粉)・バ
ター・ピュアココア・マーガ
リン

しょうが・グリンピース・ほうれん
そう(生)・たまねぎ・にんじん・青
ねぎ

鶏シュウマイ 野菜スティック
納豆和え 豆乳
清汁 ア

ココアクッキー（27日）

14 土

豆乳 調整豆乳・牛ひき肉・豚ひ
き肉・粉チーズ・牛乳

スパゲティ(乾)・植物油・
マーガリン・コンソメ・パン
粉・ビスケット

バナナ・たまねぎ・にんじん・ピー
マン・トマトケチャプ・トマト
ピューレ・ネーブル

スパゲティ・ミートソース
ネーブル バナナ

豆乳（未満児）
牛乳（以上児）
ビスケット

16 月

牛乳 牛乳・プロセスチーズ・白
身魚・かつお節・豚肉・ス
キムミルク

精白米・麦・片栗粉・砂糖(三
温糖)・植物油・鶏がらだしの
素・ごま油・ビスケット

青ねぎ・サラダ菜・にんじん・たま
ねぎ・ほうれんそう(生)・コーン，
クリーム(缶)・たけのこ(ゆで)・乾
しいたけ・りんご

麦ごはん
白身魚の南蛮漬け チーズ
サラダ菜
中華風コーンスープ

スキムミルク
りんご
ビスケット

19 木

鶏ごぼうごはん 牛乳 牛乳・鶏ひき肉・むきえ
び・鶏卵・まぐろ油漬缶
詰・鶏肉・粉寒天・スキム
ミルク

せんべい・精白米・麦・砂糖
(三温糖)・小麦粉(薄力粉)・
パン粉・マカロニ(乾)・マヨ
ネーズ・植物油・鶏がらだし
の素

にんじん・ごぼう・乾しいたけ・さ
やいんげん・きゅうり・トマト・た
まねぎ・かぼちゃ・セロリ・パセ
リ・りんごジュース

エビフライ せんべい
マカロニサラダ スキムミルク

いちごケーキトマトスープ
りんごゼリー

26 木

麦ごはん 牛乳 牛乳・牛ひき肉・豚ひき
肉・鶏卵・スキムミルク・
木綿豆腐・かつお節・昆
布・おから

精白米・麦・植物油・パン
粉・砂糖(三温糖)・片栗粉・
ホットケーキミックス・バ
ター

りんご・たまねぎ・にんじん・さや
いんげん・トマトケチャプ・ブロッ
コリー・こまつな・えのきたけ

ミートローフ りんご
ゆでブロッコリー
小松菜と豆腐の清汁

スキムミルク
おからスコーン

31 火

牛乳 牛乳・木綿豆腐・煮干・白
身魚・粉チーズ・油揚げ・
スキムミルク・鶏卵

精白米・雑穀・小麦粉(薄力
粉)・パン粉・マヨネーズ・植
物油・こんにゃく・すりご
ま・ごま油・砂糖(三温糖)・
ホットケーキミックス

りんご・たまねぎ・青ねぎ・マッ
シュルーム水煮缶詰・パセリ・コー
ン，ホール(缶詰)・れんこん・にん
じん・ほうれんそう(生)・しめじ・
しょうが

雑穀ごはん
清汁 りんご

スキムミルク魚のマヨネーズ焼き
中華風精進炒め メロンクッキー
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