
今月の宗像産

今月は3・5・15・16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☆

令和3年

日 曜

3月　給食献立表 2021.2.26

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
・
29

月

麦ごはん 牛乳 牛乳・煮干・米みそ・鶏
肉・厚揚げ・焼き竹輪・ス
キムミルク・豆乳

さつまいも・精白米・麦・
じゃがいも・こんにゃく・植
物油・砂糖(三温糖)・米粉・
黒砂糖

もやし・えのきたけ・にんじん・か
いわれだいこん・だいこん・ごぼ
う・さやいんげん・乾しいたけ

みそ汁 さつまいもスティック
筑前煮 スキムミルク

米粉の豆乳蒸しパン

2
・
30

火

牛乳・豚肉・白身魚・かつ
お節・スキムミルク・鶏卵

精白米・麦・植物油・鶏がら
だしの素・ごま油・片栗粉・
砂糖(三温糖)・ホットケーキ
ミックス・グラニュー糖

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・青ねぎ・
レタス

牛乳
にんじんスティック

麦ごはん
中華風コーンスープ
南蛮漬け スキムミルク
レタス メロンクッキー

3 水

散らし寿司 牛乳 牛乳・昆布・鶏卵・鶏肉・
桜でんぶ(ピンク)・木綿豆
腐・かつお節・むきえび・
まぐろ油漬缶詰・調整豆
乳・生クリーム（植物性）

精白米・砂糖(三温糖)・小麦
粉(薄力粉)・パン粉・マカロ
ニ(乾)・マヨネーズ・ホット
ケーキミックス・マーガリン

バナナ・にんじん・ごぼう・乾しい
たけ・きぬさや・えのきたけ・青ね
ぎ・きゅうり・オレンジ・ほうれん
そう(生)・いちご・白桃缶

清汁 バナナ
エビフライ 豆乳
マカロニサラダ ひな祭りケーキ
オレンジ

4
・
18

木

牛乳 牛乳・塩わかめ・煮干・米
みそ・高野豆腐・豚ひき
肉・煮干・スキムミルク・
クリームチーズ・鶏卵

精白米・雑穀・ごま油・砂糖
(三温糖)・片栗粉・小麦粉(薄
力粉)・無塩バター

いちご・たまねぎ・にんじん・えの
きたけ・乾しいたけ・さやいんげ
ん・しょうが

いちご
雑穀ごはん
みそ汁
高野豆腐のそぼろ煮 スキムミルク

チーズ饅頭

5 金

麦ごはん 牛乳 牛乳・木綿豆腐・煮干・豚
肩ロース・米みそ・油揚
げ・スキムミルク・粉寒天

せんべい・精白米・麦・上白
糖・こんにゃく・すりごま・
ごま油・砂糖(三温糖)・植物
油

たまねぎ・青ねぎ・しょうが・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・
りんごジュース・パイン缶

清汁 せんべい
豚の味噌漬け スキムミルク
中華風精進炒め アップルパインゼリー

6 土

肉うどん 豆乳 調整豆乳・牛肉もも・鶏
卵・かつお節・昆布・含脂
加糖ヨーグルト

うどん・砂糖(三温糖)・植物
油・せんべい

バナナ・たまねぎ・にんじん・青ね
ぎヨーグルト バナナ

せんべい

8
・
22

月

牛乳 牛乳・木綿豆腐・かつお
節・昆布・牛ひき肉・豚ひ
き肉・鶏卵・スキムミル
ク・調整豆乳

精白米・麦・植物油・パン
粉・砂糖(三温糖)・片栗粉・
食パン(６枚切)・バター・
メープルシロップ

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

麦ごはん
小松菜と豆腐の清汁 りんご

豆乳ミートローフ
ゆでブロッコリー メープルパン

9
・
23

火

雑穀ごはん 牛乳・鶏肉・豚肉ヒレ・鶏
卵・スキムミルク・プレー
ンヨーグルト

精白米・雑穀・植物油・鶏が
らだしの素・小麦粉(薄力
粉)・パン粉・砂糖(三温糖)・
マーガリン

にんじん・トマト・たまねぎ・かぼ
ちゃ・セロリ・パセリ・トマトケ
チャプ・キャベツ・パイン缶・きゅ
うり・レモン果汁

トマトスープ
牛乳
にんじんスティック

豚カツ
ハワイアンサラダ

スキムミルク
バスブーサ

10
・
24

水

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・豆乳・
プレーンヨーグルト

精白米・麦・やまいも・植物
油・砂糖(三温糖)・オレンジ
ジュース

バナナ・生しいたけ・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

バナナ
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 オレンジムース

11
・
25

木

牛乳 牛乳・プロセスチーズ・鶏
肉・スキムミルク・生ク
リーム（植物性）・鶏卵

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)・ゆであ
ずき(缶詰)

ブロッコリー・たまねぎ・にんじ
ん・マッシュルーム水煮缶詰・ほう
れんそう(生)

チーズ
ロールパン
鶏肉とブロッコリーのクリーム煮

菜の花和え スキムミルク
小倉蒸しパン

12
・
26

金

牛乳 牛乳・鶏肉・塩わかめ・鶏
卵・米みそ・白身魚・粉
チーズ・スキムミルク・豆
乳

精白米・麦・鶏がらだしの
素・小麦粉(薄力粉)・パン
粉・マヨネーズ・植物油・
ホットケーキミックス・砂糖
(三温糖)・マーガリン

オレンジ・にんじん・にら・たまね
ぎ・マッシュルーム水煮缶詰・パセ
リ・トマト・かぼちゃ

オレンジ
わかめごはん
にら玉みそ汁
魚のマヨネーズ焼き スキムミルク
トマト ふわふわかぼちゃケーキ

13
・
27

土

豆乳 調整豆乳・ベーコン・まぐ
ろ油漬缶詰・むきえび・粉
チーズ

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・りんご

シーフードスパゲティ
りんご バナナ

豆乳（未満児）
牛乳（以上児）
ビスケット

15 月

牛乳 牛乳・鶏ひき肉・木綿豆
腐・まぐろ油漬缶詰・スキ
ムミルク・フランクフルト
ソーセージ・鶏卵

さつまいも・精白米・麦・緑
豆はるさめ・植物油・鶏がら
だしの素・砂糖(三温糖)・ご
ま油・小麦粉(薄力粉)

たまねぎ・にんじん・青ねぎ・しょ
うが・にんにく(生)・キャベツ・
きゅうり・パセリ

さつまいもスティック
麦ごはん
春雨スープ
つくねの香味焼き スキムミルク
フレンチサラダ フレンチドッグ

16 火

牛乳・ベーコン・焼き竹
輪・プロセスチーズ・鶏
卵・あおのり・かまぼこ・
芽ひじき(乾)・スキムミル
ク

精白米・麦・じゃがいも・鶏
がらだしの素・植物油・小麦
粉(薄力粉)・パン粉・マヨ
ネーズ・砂糖(三温糖)・すり
ごま・マーガリン

にんじん・たまねぎ・キャベツ・ト
マト・マッシュルーム(缶詰)・グ
リーンピース・きゅうり

牛乳
にんじんスティック

麦ごはん
ミネストローネ
ちくわのチーズ詰めフライ
ひじきの和風サラダ

スキムミルク
二色クッキー

17
・
31

水

ロールパン 牛乳 牛乳・ベーコン・スキムミ
ルク・鶏肉・豆乳・粉寒天

ロールパン・鶏がらだしの
素・バター・小麦粉(薄力
粉)・砂糖(三温糖)・植物油・
マーガリン

バナナ・にんじん・たまねぎ・パセ
リ・しょうが・キャベツ・にんじ
ん・コーン，ホール(缶詰)・もも
缶・パイン缶・みかん缶

バナナ
スキムミルク

キャロットスープ
鶏のマリネ焼き
野菜ソテー フルーツ豆乳かん

19 金

ジャムサンド 牛乳 牛乳・塩わかめ・鶏肉・白
身魚・スキムミルク・ロー
スハム・調整豆乳

せんべい・食パン(サンドイッ
チ用)・りんごジャム・鶏がら
だしの素・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・

たまねぎ・しょうが・にんにく
(生)・にんじん・きゅうり・いちごわかめスープ せんべい

鶏のから揚げ
ギョロッケ

豆乳
グラノーラスコーン

春雨サラダ
いちご

ラッキーデイ・・・8日

お弁当の日・・・15日

ひなまつり・誕生会・・・3日

郷土料理・・・1・29日　[筑前煮：福岡]具材を油で炒め、砂糖と醤油で味付けし甘辛く煮ます。

お別れ会・・・19日


	福岡市_給食献立表_4



