
今月の宗像産

今月は3・17・18・25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・・・25日

誕生会・・・18日

郷土料理・・・25日[かしわごはん：福岡]かしわ飯と言われ、かつお出汁と共に

　研いだ米に入れ、炊き上げる。

具材は別に煮て、ご飯が炊けてから混ぜ込んで蒸らすという
作り方もある。

令和3年

日 曜

いちご・にんじん・ごぼう・えのき
たけ・青ねぎ・たまねぎ・だいこ
ん・きゅうり

いちご
スキムミルク

かしわごはん
卵とわかめの清汁
豆腐団子
なます マーラーカオ25 木

牛乳 牛乳・鶏肉(小切り)・油揚
げ・塩わかめ・かつお節・
昆布・木綿豆腐・鶏ひき
肉・鶏卵・スキムミルク・
エバミルク

精白米・麦・上白糖・パン
粉・片栗粉・植物油(揚げ吸油
分)・小麦粉(薄力粉)・黒砂糖

きぬさや・たまねぎ・にんじん・パ
セリ・コーン，ホール(冷凍)・きゅ
うり・にんにく(生)・ぶどうジュー
ス・レモン果汁

せんべい
スキムミルク
チーズケーキ

コンソメスープ
鮭マヨ
サラダスパゲティー
ぶどうゼリー

18 木

梅じゃこごはん 牛乳 牛乳・しらす干し・木綿豆
腐・鮭(切り身)・スキムミ
ルク・ロースハム・まぐろ
油漬(缶詰)・粉寒天・ク
リームチーズ・プレーン
ヨーグルト・鶏卵

せんべい・精白米・麦・ふり
かけ・鶏がらだしの素・片栗
粉・植物油(揚げ吸油分)・マ
ヨネーズ・砂糖(三温糖)・ス
パゲティ(サラダ)・すりご
ま・白ごま(いり)

みかん・にんじん・えのきたけ・し
めじ・青ねぎ・乾しいたけ・しょう
が・根深ねぎ・キャベツ・にんにく
(生)・トマトケチャプ・バナナ

中華スープ みかん
エビチリ スキムミルク

バナナケーキ17 水

麦ごはん 牛乳 牛乳・豚肉・煮干・むきえ
び・鶏卵・スキムミルク

精白米・麦・ごま油・片栗
粉・植物油(揚げ吸油分)・砂
糖(三温糖)・鶏がらだしの
素・小麦粉(薄力粉)・バター

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・りんご

スパゲティ・ミートソース
りんご バナナ

豆乳（未満児）
牛乳（以上児）
ビスケット

13
・
27

土

豆乳 牛乳・牛ひき肉・豚ひき
肉・粉チーズ・調整豆乳

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

にんじん・たまねぎ・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・もも
缶・みかん缶

牛乳
にんじんスティック

雑穀ごはん
カレー煮
小松菜とひじきの和え物 豆乳

フルーツサンド

12
・
26

金

牛乳・牛肉もも・スキムミ
ルク・芽ひじき(乾)・調整
豆乳・生クリーム（植物
性）

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・食パン(サンド
イッチ用)・砂糖(三温糖)

みかん・たまねぎ・にんじん・パセ
リ・トマトケチャプ・かぼちゃ・
コーン，ホール(冷凍)・きゅうり

みかん

レタス

ロールパン
野菜スープ
ポークチャップ
かぼちゃとさつまいものサラダ

スキムミルク
ココアマーブルケーキ

10
・
24

水

牛乳 牛乳・豚肉・スキムミル
ク・鶏卵

ロールパン・鶏がらだしの
素・コンソメ・さつまいも・
マヨネーズ・小麦粉(薄力
粉)・バター・砂糖(三温糖)・
ピュアココア

バナナ・だいこん・はくさい・にん
じん・青ねぎ・たまねぎ・レタス・
もも缶・みかん缶

麦ごはん
だいこんのみそ汁 バナナ
コロッケ フルーツヨーグルト9 火

牛乳 牛乳・煮干・米みそ・牛ひ
き肉・豚ひき肉・鶏卵・プ
レーンヨーグルト

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)

りんご・えのきたけ・にんじん・ご
ぼう・切干だいこん・さやいんげん

雑穀ごはん
清汁 りんご
魚のごまみそ焼き
五目きんぴら

スキムミルク
芋もち

8
・
22

月

牛乳 牛乳・塩わかめ・煮干・白
身魚・米みそ・豚肉もも・
高野豆腐・スキムミルク

精白米・雑穀・すりごま・植
物油・上白糖・じゃがいも・
片栗粉

バナナ・乾しいたけ・ほうれんそう
(生)ヨーグルト バナナ

せんべい
6
・
20

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

にんじん・かぼちゃ・たまねぎ・パ
セリ・ブロッコリー・いちご

ロールパン
かぼちゃスープ

牛乳
にんじんスティック

ローストチキン
ゆでブロッコリー

スキムミルク
いちご牛乳寒天

5
・
19

金

牛乳・ベーコン・鶏肉・ス
キムミルク・粉寒天

ロールパン・バター・植物
油・小麦粉(薄力粉)・鶏がら
だしの素・砂糖(三温糖)

こまつな・にんじん・だいこん・た
まねぎ・パセリ・切干だいこん・
きゅうり・ココナッツミルク

せんべい
麦ごはん
豆腐とコロコロ野菜の清汁
魚のタルタルソースかけ
切干大根のごま和え

スキムミルク
米粉のにんじんおやき4 木

牛乳 牛乳・木綿豆腐・煮干・白
身魚・鶏卵・ロースハム・
スキムミルク・粉寒天

せんべい・精白米・麦・小麦
粉(薄力粉)・植物油・マヨ
ネーズ・白ごま(いり)・ごま
油・グラニュー糖・メープル
シロップ・米粉

みかん・きゅうり・にんじん・えの
きたけ・たまねぎ・青ねぎ・しょう
が・レタス・バナナ

わかめスープ みかん
鶏の味噌漬け
レタス

スキムミルク
バナナケーキ3 水

恵方巻き 牛乳 牛乳・ウインナーソーセー
ジ・焼きのり・塩わかめ・
鶏肉・米みそ・スキムミル
ク・鶏卵

精白米・上白糖・鶏がらだし
の素・ごま油・植物油・小麦
粉(薄力粉)・バター

キャベツ・たまねぎ・もやし・青ね
ぎ・にんじん・ピーマン・トマトケ
チャプ・ブロッコリー

チーズ
麦ごはん
季節の具だくさんみそ汁
スペイン風オムレツ
ゆでブロッコリー

スキムミルク
おからドーナツ

2
・
16

火

牛乳 牛乳・プロセスチーズ・厚
揚げ・煮干・米みそ・鶏
卵・ベーコン・スキムミル
ク・おから

精白米・麦・じゃがいも・片
栗粉・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・青ね
ぎ・はくさい・グリンピース・きゅ
うり・みかん缶・レモン果汁・たま
ねぎ

りんご
麦ごはん
みそ汁
高野豆腐の卵とじ 豆乳
レモン酢和え 肉万十

1
・
15

月

牛乳 牛乳・煮干・米みそ・鶏ひ
き肉・鶏卵・高野豆腐・し
らす干し・調整豆乳・豚ひ
き肉・スキムミルク

精白米・麦・植物油・砂糖(三
温糖)・じゃがいも・ホット
ケーキミックス・コンソメ

2月　給食献立表 2021.1.29

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
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