
今月の宗像産

今月は13・16・22・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・・・6日

誕生会・・・22日

郷土料理・・・20日　[さつまあげ：鹿児島県]

                    暖かくて湿度の高い鹿児島の風土に適する保存性の高い揚げ物料理。

令和3年

日 曜

スキムミルク
バニラクッキー

バナナ・にんじん・キャベツ・たま
ねぎ・えのきたけ・パセリ・ピーマ
ン・コーン，ホール(缶詰)・トマト
ケチャプ・もやし・ほうれんそう
(生)

バナナ
麦ごはん
コンソメスープ
白身魚の洋風焼き スキムミルク
ナムル にんじんカップケーキ27 火

牛乳 牛乳・白身魚・粉チーズ・
ほしひじき・スキムミル
ク・鶏卵

精白米・麦・鶏がらだしの
素・マヨネーズ・小麦粉(薄力
粉)・じゃがいも・すりごま・
ごま油・砂糖(三温糖)・マー
ガリン

たけのこ(ゆで)・にんじん・乾しい
たけ・たまねぎ・生しいたけ・青ね
ぎ・キャベツ・きゅうり・ぶどう
ジュース・レモン果汁・もも缶

清汁 せんべい
鶏メンチカツ スキムミルク
春雨サラダ レモンクリームケーキ
ぶどうゼリー

22 木

たけのこごはん 牛乳 牛乳・鶏肉・煮干・鶏ひき
肉・木綿豆腐・鶏卵・ロー
スハム・粉寒天・スキムミ
ルク・生クリーム（植物
性）

せんべい・精白米・麦・小麦
粉(薄力粉)・パン粉・植物
油・緑豆はるさめ・マヨネー
ズ・ホットケーキミックス・
無塩バター・上白糖

バナナ・たけのこ(ゆで)・えのきた
け・たまねぎ・しょうが・こまつ
な・しめじ・にんじん・りんご・干
しぶどう

バナナ
スキムミルク

麦ごはん
若竹汁
さつまあげ
こまつなのサラダ オートミールマフィン20 火

牛乳 牛乳・鶏卵・塩わかめ・か
つお節・昆布・白身魚・芽
ひじき(乾)・ロースハム・
スキムミルク・牛乳

精白米・麦・さつまいも・片
栗粉・砂糖(三温糖)・マヨ
ネーズ・オートミール・小麦
粉(薄力粉)・マーガリン

にんじん・こまつな・にんじん・え
のきたけ・たまねぎ・しょうが・も
やし・きゅうり・干しぶどう

牛乳
にんじんスティック
スキムミルク

麦ごはん
小松菜と豆腐の清汁
人参みそつくね
もやしのごま和え レーズンスティック16 金

牛乳・木綿豆腐・かつお
節・昆布・豚ひき肉・牛
乳・米みそ・ちくわ・スキ
ムミルク・鶏卵

精白米・麦・植物油・パン
粉・砂糖(三温糖)・すりご
ま・小麦粉(薄力粉)・マーガ
リン

オレンジ・コーン，ホール(缶詰)・
キャベツ・たまねぎ・にんじん・
しょうが・にんにく(生)・トマトケ
チャプ・レモン果汁・ピーマン・み
かん缶

オレンジ
スキムミルク

ロールパン
キャベツとコーンの豆乳スープ
タンドリーチキン
ソテー カルピスゼリー

14
・
28

水

牛乳 牛乳・豆乳・鶏肉・スキム
ミルク・粉寒天

ロールパン・鶏がらだしの
素・カレー粉・植物油・乳酸
菌飲料・砂糖(三温糖)

バナナ・だいこん・キャベツ・パセ
リ・レモン果汁・ほうれんそう
(生)・たまねぎ・にんじん

バナナ
スキムミルク

麦ごはん
みそ汁
魚のサワーソース焼き
ほうれん草の五目炒め にんじんカップケーキ13 火

牛乳 牛乳・塩わかめ・煮干・米
みそ・白身魚・プレーン
ヨーグルト・鶏卵・ロース
ハム・スキムミルク

精白米・麦・マヨネーズ・砂
糖(三温糖)・植物油・小麦粉
(薄力粉)・マーガリン

えのきたけ・しょうが・にんにく
(生)・切干だいこん・きゅうりさつまいもスティック

豆乳

麦ごはん
清汁
鶏のから揚げ
切干だいこんの和え物 ココアパン

12
・
26

月

牛乳 牛乳・塩わかめ・煮干・鶏
肉・まぐろ油漬缶詰・調整
豆乳

さつまいも・精白米・麦・片
栗粉・植物油(揚げ吸油分)・
砂糖(三温糖)・食パン(６枚
切)・ピュアココア・バター

バナナ・たまねぎ・にんじん・ピー
マン・コーン，ホール(缶詰)・トマ
トケチャプ・トマトピューレ・オレ
ンジ

スパゲティ・ナポリタン
オレンジ バナナ

豆乳（未満児）
牛乳（以上児）
ビスケット

10
・
24

土

豆乳 調整豆乳・豚肉・粉チーズ スパゲティ(乾)・植物油・コ
ンソメ・ビスケット

にんじん・たまねぎ・りんご・グリ
ンピース・トマトピューレ・キャベ
ツ・きゅうり・もも缶・みかん缶・
バナナ

牛乳
にんじんスティック

雑穀ごはん
豚肉のカレーシチュー
春キャベツの和え物 フルーツヨーグルト

9
・
23

金

牛乳・豚肉・プレーンヨー
グルト

精白米・雑穀・じゃがいも・
マーガリン・鶏がらだしの
素・カレールウ・すりごま・
ごま油

たまねぎ・もやし・ほうれんそう
(生)・にんじん・しょうが・レタスかき玉みそ汁 せんべい

魚の揚げ煮
レタス

スキムミルク
おからマフィン8 木

麦ごはん 牛乳 牛乳・鶏卵・鶏肉・米み
そ・白身魚・スキムミル
ク・おから

せんべい・精白米・麦・鶏が
らだしの素・片栗粉・植物油
(揚げ吸油分)・上白糖・小麦
粉(薄力粉)・砂糖(三温糖)・
バター

オレンジ・キャベツ・たまねぎ・に
んじん・セロリ・パセリ・トマトケ
チャプ・さやいんげん

オレンジ
豆乳

ロールパン
野菜スープ
ハンバーグ
ゆでいんげん ドーナツ

7
・
21

水

牛乳 牛乳・牛ひき肉・豚ひき
肉・牛乳・鶏卵・調整豆乳

ロールパン・じゃがいも・鶏
がらだしの素・パン粉・植物
油・小麦粉(薄力粉)・砂糖(三
温糖)・粉糖

バナナ・はくさい・えのきたけ・に
んじん・たまねぎ・グリンピース・
いちご

バナナ
麦ごはん
はくさいのみそ汁
肉じゃが スキムミルク

いちご
クラッカー

6 火

牛乳 牛乳・厚揚げ・塩わかめ・
煮干・米みそ・牛肉もも・
スキムミルク

精白米・麦・じゃがいも・し
らたき(糸こんにゃく)・植物
油・砂糖(三温糖)・クラッ
カー

にんじん・青ねぎ・にんにく(生)・
しょうが・チンゲンサイ・たまね
ぎ・コーン，ホール(缶詰)

麻婆豆腐 さつまいもスティック
チンゲン菜のスープ スキムミルク

チーズ蒸しパン

5
・
19

月

雑穀ごはん 牛乳 牛乳・豚ひき肉・木綿豆
腐・赤色辛みそ・スキムミ
ルク・スライスチーズ

さつまいも・精白米・雑穀・
植物油・ごま油・砂糖(三温
糖)・中華スープの素・片栗
粉・鶏がらだしの素・ホット
ケーキミックス

バナナ・たまねぎ・キャベツ・もや
し・にんじん・青ねぎ・しょうがヨーグルト バナナ

せんべい
3
・
17

土

焼きうどん 豆乳 調整豆乳・豚肉・かつお
節・含脂加糖ヨーグルト

うどん・ごま油・植物油・せ
んべい

にんじん・こまつな・さやいんげ
ん・トマト・りんご・りんごジュー
ス

牛乳
にんじんスティック

麦ごはん
小松菜と豆腐の清汁
牛肉とフライドポテトのソテー
トマト

スキムミルク
りんごゼリー

2
・
30

金

牛乳・木綿豆腐・かつお
節・昆布・牛肉もも・スキ
ムミルク・粉寒天

精白米・麦・フライドポテ
ト・植物油・砂糖(三温糖)

もも缶詰・かぼちゃ・たまねぎ・に
んじん・青ねぎ・レタス・しょうが

麦ごはん
かぼちゃのみそ汁 もも缶（1日）

チーズ（15日）レタス
魚のてりやき

1
・
15

木

牛乳 牛乳・煮干・米みそ・白身
魚・スキムミルク・鶏卵・
プロセスチーズ

精白米・麦・砂糖(三温糖)・
植物油・小麦粉(薄力粉)・
マーガリン・グラニュー糖

4月　給食献立表 2021.4.1

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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