
今月の宗像産

今月は18・21・28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・・・8日

お弁当の日・・・18日

誕生会・・・21日

郷土料理・・・25日[三平汁：北海道]鮭、ニシン等の魚の塩引きまたは糠付けを      

　　　　　　　　　大根・人参・じゃがいも等と一緒に煮た塩汁で冬の名物料理。

令和3年

日 曜

牛乳 ビスケット

1月　給食献立表 2021.1.4

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 月

牛乳

牛乳・豚肉・煮干・麦みそ・
スキムミルク・鶏卵・牛乳

精白米・麦・植物油・カレー
粉・緑豆はるさめ・バター・
砂糖(三温糖)・小麦粉(薄力
粉)

もも缶詰
お弁当 もも缶

ビスケット

5
・
19

火

牛乳

牛乳・塩わかめ・煮干・鶏
肉・粉チーズ・焼き竹輪・ス
キムミルク・プロセスチーズ

精白米・麦・小麦粉(薄力
粉)・パン粉・マヨネーズ・植
物油・すりごま・ごま油・
ホットケーキミックス

りんご・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・ほうれんそ
う(生)

りんご
麦ごはん
豚肉とたまねぎのカレー炒め
春雨のみそ汁 スキムミルク

ほうれん草ケーキ

6
・
20

水

牛乳

牛乳・プロセスチーズ・木綿
豆腐・煮干・牛ひき肉・豚ひ
き肉・芽ひじき(乾)・鶏肉さ
さ身・鶏肉・油揚げ・煮干し

精白米・麦・植物油・パン
粉・すりごま・砂糖(三温糖)

みかん・だいこん・にんじん・たま
ねぎ・マッシュルーム水煮缶詰・パ
セリ・こまつな

みかん
スキムミルク

麦ごはん
清汁
鶏肉のマヨネーズ焼き
小松菜と竹輪の炒め物 チーズ蒸しパン

7 木

麦ごはん 牛乳

牛乳・牛肉もも・米みそ ロールパン・じゃがいも・鶏
がらだしの素・コンソメ・砂
糖(三温糖)・マヨネーズ・す
りごま・あずき(乾)・小麦粉
(薄力粉)

たまねぎ・青ねぎ・コーン，ホール
(冷凍)・はくさい・にんじん・七
草・だいこん

チーズ
七草がゆ

清汁
かみかみバーグ
白菜とささみのゴマ酢和え

8
・
22

金

調整豆乳・ベーコン・スキム
ミルク・含脂加糖ヨーグルト

スパゲティ(乾)・植物油・
マーガリン・小麦粉(薄力
粉)・鶏がらだしの素・コンソ
メ・せんべい

にんじん・キャベツ・たまねぎ・だ
いこん・セロリ・れんこん・きゅう
り

牛乳
にんじんスティック

ロールパン
ポトフ
れんこんのサラダ ぜんざい

9
・
23

土

豆乳

牛乳・鶏卵・もずく・昆布・
かつお節・鶏肉・がんもど
き・スキムミルク・米みそ

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・小麦粉(薄力
粉)・黒砂糖

バナナ・えのきたけ・たまねぎ・し
めじ・にんじん・パセリ

きのこのスープスパゲティ
ヨーグルト バナナ

せんべい

12
・
26

火

牛乳

牛乳・白身魚・油揚げ・煮
干・米みそ・調整豆乳・スラ
イスチーズ

精白米・麦・片栗粉・植物
油・食パン(サンドイッチ用)

りんご・にんじん・えのきたけ・青
ねぎ・たけのこ(ゆで)・セロリ・さ
やいんげん・乾しいたけ

りんご
麦ごはん
もずくスープ
がんもどきの中華風うま煮 スキムミルク

黒糖蒸しパン

13
・
27

水

麦ごはん 牛乳

牛乳・牛肉・スキムミルク・
ロースハム・鶏卵

せんべい・ロールパン・じゃ
がいも・マーガリン・鶏がら
だしの素・ドミグラスソー
ス・ビーフシチューの素・砂
糖(三温糖)・ごま油

みかん・しょうが・レタス・はくさ
い・しめじ・ごぼう・にんじん・青
ねぎ

魚の竜田揚げ みかん
豆乳
チーズトースト

14 木

牛乳

牛乳・煮干・白身魚・鶏卵・
ベーコン・スキムミルク・お
から

精白米・雑穀・白玉ふ・砂糖
(三温糖)・ごま油・植物油・
ホットケーキミックス・バ
ター

たまねぎ・にんじん・グリンピー
ス・トマトケチャプ・トマトピュー
レ・ブロッコリー・カリフラワー

レタス
五目みそ汁

ロールパン
ビーフシチュー せんべい
カリフラワーとブロッコリーのサラダ スキムミルク

ココアクッキー

15
・
29

金

調整豆乳・焼き豚・鶏卵・赤
色辛みそ

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・ビスケット

にんじん・生しいたけ・青ねぎ・
しょうが・にんにく(生)・ほうれん
そう(生)・たまねぎ

牛乳
にんじんスティック

雑穀ごはん
清汁
魚の香味焼き
ほうれん草の五目炒め

スキムミルク
おからスコーン

16
・
30

土

みそラーメン 豆乳

牛乳・まぐろ油漬(缶詰)・鶏
卵・木綿豆腐・プロセスチー
ズ・ベーコン・調整豆乳

精白米・麦・植物油・鶏がら
だしの素・さつまいも・植物
油(揚げ吸油分)・砂糖(三温
糖)・黒ごま

バナナ・もやし・にんじん・青ね
ぎ・しょうが・りんごりんご バナナ

豆乳（未満児）
牛乳（以上児）

18 月

牛乳

牛乳・プロセスチーズ・鶏ひ
き肉・鶏肉・鶏卵・スキムミ
ルク・プレーンヨーグルト・
生クリーム（植物性）

精白米・麦・砂糖(三温糖)・
ワンタンの皮・鶏がらだしの
素・小麦粉(薄力粉)・パン
粉・植物油(揚げ吸油分)・植
物油・イチゴジャム

いちご・にんじん・たまねぎ・トマ
トケチャプ・ブロッコリー・はくさ
い・こまつな

いちご
豆乳

シーチキンごはん
豆腐とチーズの卵焼き
ゆでブロッコリー
白菜とベーコンのスープ 大学いも

オレンジ

21 木

三色ごはん 牛乳

牛乳・鶏肉・鮭・昆布・スキ
ムミルク・米みそ・調整豆
乳・絹ごし豆腐

精白米・麦・カレー粉・砂糖
(三温糖)・植物油・ホット
ケーキミックス・植物油(揚げ
吸油分)・粉糖

コーン，ホール(冷凍)・きぬさや・
たまねぎ・にんじん・青ねぎ・キャ
ベツ・パイン缶・きゅうり・パセ
リ・オレンジ・レモン果汁・いちご

ワンタンスープ チーズ
チキンカツ
ハワイアンサラダ

スキムミルク
いちごムース

25 月

牛乳

牛乳・スキムミルク・牛ひき
肉・豚ひき肉・鶏卵

せんべい・ロールパン・マー
ガリン・小麦粉(薄力粉)・鶏
がらだしの素・パン粉・植物
油・バター・グラニュー糖・
ピュアココア

いちご・だいこん・にんじん・さや
いんげん・たまねぎ・キャベツ・青
ねぎ

いちご
麦ごはん
鶏肉とだいこんのカレーじょうゆ煮

三平汁 豆乳
ドーナツ

ロールパン
コーンスープ(ホワイトソース)
ハンバーグ
にんじんのグラッセ ココアクッキー

28 木

牛乳 コーン，クリーム(缶)・たまねぎ・
にんじん・パセリ・たまねぎ・トマ
トケチャプ

せんべい
スキムミルク
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