
令和３年度 粕屋町学校給食共同調理場

月分 献 立 予 定 表
栄養価

１群 ２群 ３群 ４群 ５群 ６群 エネルギー（kcal）

たんぱく質（ｇ）

脂肪（ｇ）

麦ご飯 豆腐　さば   みそ 牛乳　もずく ねぎ　人参 えのきだけ　白菜 ★米　麦 油 834

もずく汁 高野豆腐　油揚げ 椎茸 でん粉　　米粉 35.6

さばのホイル焼き 鶏肉 砂糖 27.3

とふの粉の煮物

麦ご飯 ★合わせみそ　豚肉 牛乳　しらす干し 人参　ねぎ 大根　ごぼう ★米　麦 油　ごま 781

豚汁 豆腐　いわし ★小松菜 えのきだけ　 里いも 32.9

いわしの梅煮 ちくわ　大豆 もやし　　梅肉 砂糖　でん粉 20.9

野菜のごま酢和え こんにゃく 水あめ

節分豆
麦ご飯 牛肉　ハム 牛乳 人参　トマト 玉ねぎ　 ★米　麦 油　オリーブ油 777

ハヤシライス にんにく　きゅうり 砂糖 31.0

フレンチサラダ キャベツ　オレンジ 20.8

オレンジ マッシュルーム

麦ご飯 豚肉　豆腐 牛乳 にら　赤パプリカ 長ねぎ　白菜　椎茸 ★米　麦 ごま油　油 773

キムチチゲ 米みそ　牛肉 ピ―マン キムチ　しめじ 春雨 ごま 29.6

チャプチェ こんにゃく　にんにく 砂糖 19.7

ぽんかん もやし　たけのこ　

しょうが　ぽんかん

麦ご飯 豚肉　さば 牛乳 人参　さやいんげん 大根　しょうが ★米　麦 油 795

大根と里芋のそぼろ煮 しそ キャベツ　きゅうり 里いも 33.0

さばの塩焼き もやし 砂糖　でん粉 22.6

ゆかり和え

麦ご飯 鶏肉　うずら卵 ひじきのり　牛乳 さやいんげん　人参 玉ねぎ　椎茸 ★米　麦 油　 840

ひじきのり 高野豆腐　ハム こんにゃく　切り干し大根 砂糖　小麦粉 ノンエッグマヨネーズ 33.0

高野豆腐の八目煮（うずら卵入り） 豚肉 きゅうり　コーン 26.4

切り干し大根のサラダ キャベツ　たまねぎ

焼き餃子（2個） にら

麦ご飯 ★合わせみそ　鶏肉 牛乳 ねぎ　人参 ごぼう　玉ねぎ ★米　麦　でん粉 油　 867

みそけんちん汁 豆腐　豚肉　 ピ―マン コーン　キャベツ 里いも　小麦粉 24.2

コロッケ　　一食中濃ソース 金時豆　　麦みそ じゃがいも　　 25.3

野菜ソテー　 りんごムース

りんごムース パン粉　　砂糖

麦ご飯 豆腐　鶏肉 牛乳 人参　春菊 長ねぎ　白菜 ★米　麦 ノンエッグマヨネーズ 883

水炊き さば　みそ　ハム 赤パプリカ しめじ　れんこん　 砂糖 32.5

さばゆず味噌煮 しそひじき コーン 34.0

れんこんサラダ ゆずペースト

麦ご飯 豚肉　厚揚げ 牛乳　塩昆布 人参　 玉ねぎ　たけのこ ★米　麦 ごま油　油 873

ジャージャン豆腐 米みそ　赤だしみそ ★小松菜 しょうが　にんにく 砂糖 34.9

小松菜のナムル 鶏肉 さやいんげん もやし でん粉 31.5

メンチカツ

麦ご飯 鶏肉　ツナ 牛乳 人参　 玉ねぎ　にんにく ★米　麦 油 815

チキンカレー ★ブロッコリ― コーン　キャベツ じゃがいも 26.7

ツナサラダ 枝豆 砂糖　 23.8

チョコプリン チョコプリン

麦ご飯 ★合わせみそ　豆腐 牛乳　茎わかめ 人参　ねぎ 大根　ごぼう ★米　麦 油　ごま 783

具だくさんみそ汁 ホキ　牛肉 えのきだけ　 じゃがいも ごま油　 28.4

白身魚のレモンだれ こんにゃく　レモン汁 砂糖　 19.4

牛肉と茎わかめのごま炒め

ミルクパン（減量） ちくわ　豚肉 牛乳　青のり 人参 もやし　玉ねぎ ミルクパン　 油　 871

ミルメーク ツナ　大豆 キャベツ　枝豆 スパゲティ ノンエッグマヨネーズ 36.3

焼きスパゲティ いんげん豆 コーン ミルメーク 27.9

豆とツナのサラダ

麦ご飯 ☆ 豚肉　高野豆腐 牛乳　しらす干し 人参 玉ねぎ　枝豆 ★米　麦 油　ごま 815

豚じゃこ丼 さんま　牛肉 しめじ　ごぼう 砂糖　でん粉 ごま油 34.4

さんまみぞれ煮 こんにゃく 25.5

きんぴらごぼう 大根

麦ご飯 鮭　たら　油揚げ 牛乳 人参　★小松菜 大根　長ねぎ ★米　麦 油　ごま油 792

ふりかけ 豆腐　合わせみそ ししゃも　 ごぼう　キャベツ じゃがいも　 31.1

石狩汁 細切昆布佃煮 玉ねぎ 砂糖　パン粉 20.9

ししゃもフライ（２尾） でん粉　小麦粉

昆布和え

高菜ごはん いか　うずら卵 しらす干し　牛乳 たかな漬　人参 玉ねぎ　たけのこ ★米　麦 ごま油　 770

タイピーエン（うずら卵入り） 豚肉　蒸しかまぼこ 椎茸　白菜 小麦粉 油 28.4

れんこんのから揚げ れんこん　にんにく 緑豆春雨　 22.6

デコポン ★デコポン 米粉

食パン ベーコン　あさり 牛乳 人参 玉ねぎ　コーン パン　 油 833

いちごジャム 豆乳　白いんげん ほうれん草 コーン　キャベツ じゃがいも　 31.3

クラムチャウダー 卵 きゅうり　 砂糖　パン粉 32.0

ほうれん草オムレツ 甘夏みかん いちごジャム

甘夏かんサラダ
麦ご飯 牛肉　納豆 牛乳 さやいんげん　 玉ねぎ　こ ★米　麦 油 885

納豆 かつお節 ★小松菜 白菜　しめじ 砂糖　でん粉 35.2

肉じゃが 卵　豆腐 人参 たけのこ　椎茸 じゃがいも　 24.3

千草焼き んにゃく

小松菜のおひたし

　※　献立は、物資等の都合により変更になる場合があります。ご了承ください。

　※　調味料やだし等については記載しておりません。

　※　献立内容をよくご確認ください。
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６　つ　の　食　品　群

2 水 ☆

１日早いですが、今日は、節分の献立です。節分
には、煎った大豆をまいて、病気や火事、地震な
どの災いを追い払い、家族の健康を祈る習わしが
あります。給食センターでも、みなさんが今年１
年、元気に過ごせるようにと願っています。

ひとくちメモ
魚　肉　卵
豆　豆製品

牛乳　小魚　海そう 緑黄色野菜 その他の野菜・果物 穀類　いも類　砂糖 油脂

中学校用

3 木 ☆

ハヤシライスは、薄切りの牛肉と玉ねぎをデミグ
ラスソースで煮こんだ物を、ご飯の上にかけた料
理です。ハッシュドビーフともいわれていて、
「ハッシュ」とは、細かく切るという意味があり
ます。

4 金 中学校　全校中止

1 火 ☆

給食当番の人の身支度は、特に衛生面に気を付け
てほしいです。
エプロン、帽子、マスクをきちんとつけ、手をき
れいに洗って当番の仕事をしてください。体調が
悪いときは当番をせず、代わってもらいましょ
う。

9 水 ☆

高野豆腐は、豆腐を凍結し低温熟成させた後に乾
燥させているため保存性にすぐれています。たん
ぱく質はもちろん、カルシウム、ビタミンEなど
栄養豊富です。

10 木 ☆

今日は、おはしの持ち方を意識してみましょう。
正しくおはしが持てると、食べ物を落としたり、
こぼしたりすることもなく、見た目にも美しくな
ります。

7 月 ☆

韓国で「チゲ」とは、たくさんの具を煮こんだ熱
い鍋料理のことで、キムチの入った真っ赤な鍋料
理を「キムチチゲ」といいます。唐辛子は辛いで
すが、血の巡りをよくして、体の中から温めてく
れる働きがあります。

8 火 ☆

大根は、冬が旬の野菜で、風邪予防に効果のある
ビタミンCが多く含まれています。
大根は、葉っぱに近い上の方は甘みが強く、下に
いくほど辛くなっていきます。味の違いをお家で
確かめてみるのもいいですね。

15 火 ☆

ジャージャン豆腐は、中国の四川料理の一つで、
マーボー豆腐に似ていますが、豆腐の代わりに厚
揚げを使い、いろいろな野菜と一緒に炒めて作ら
れています。

16 水 ☆

今日は、お誕生日給食です。２月生まれのお友達
に「おめでとう」という気持ちで、楽しい給食の
時間にしてくださいね。
今日のデザートは、乳・卵・小麦を使用していな
いチョコプリンです。

11 金 建国記念の日

14 月 ☆

「水炊き」は、鶏肉、野菜などの食材を煮こんで
食べる鍋料理のことで、福岡県を代表する郷土料
理のひとつです。鶏肉を骨ごと煮こんでうま味を
出すのが特徴です。

21 月

22 火 ☆

北海道石狩地方に伝わる石狩鍋をアレンジした汁
物です、もともとは、漁師さん達が食べる鍋料理
で、ぶつ切りにした鮭、白子、筋子などと季節の
野菜、豆腐などをみそで味付けした料理です。

17 木 ☆

今日は配膳の仕方を考えてみましょう。ご飯は、
しゃもじを縦向きにして軽くほぐすとふっくらと
つぐことができます。汁物は、食缶の下に具が沈
んでいるので全体をかき混ぜながらつぐようにす
ると上手くつげます。

18 金 ☆

今は、手を洗う事が増えて、みなさんも上手な手
洗いができるようになってきています。しかし、
冷たい水で洗うことや急いでいるときなど簡単な
水洗いになっていませんか。手洗いは病気や感染
症を予防するためにとても大切です。

25 金 ☆

貧血を予防するためには、食事から効率よく鉄分
を補給することが大切です。鉄分は、赤身の肉、
レバー、まぐろ、あさりなどの肉や魚介類に多く
含まれています。他にも、小松菜、ほうれん草、
納豆などにも多く含まれています。

28 月 ☆

給食でよく登場する小松菜は、全て粕屋町で栽培
された小松菜です。安心・安全に気を付け、心を
こめて作られた新鮮な小松菜を味わってくださ
い。

23 水 天皇誕生日

24 木 ☆

今日は、熊本県の郷土料理です。熊本県は、全国
でも有数の農作物の生産地となっていて、スイカ
やメロン、夏みかんなどが有名です。
熊本県でも有名なデコポンですが、今日は、糟屋
地区でとれたデコポンです。

カルシウムは、丈夫な骨や歯を作るためにも、成
長期にとても必要な栄養素です。カルシウムの多
い食品には、牛乳や乳製品、豆腐などの大豆製
品、小魚、海藻などがあります。

日にち ４日（金） ７日（月） １５日（火）
粕屋中 全学年中止 全学年中止
粕屋東中 全学年中止 1・２年中止

今月の給食中止日（１月１７日現在）
エネルギー(kcal) たんぱく質(g) 脂肪(%)

今月の平均栄養量 827 15.3 27.2

文部科学省基準値 830 13 ～ 20% 20 ～ 30%


