
令和３年度 粕屋町学校給食共同調理場

月分 献 立 予 定 表 中学校

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　油揚げ 牛乳　小いわし ねぎ　人参 れんこん　大根 ★米　里いも 油 867

根菜汁 豚肉　てんぷら 昆布 さやいんげん ごぼう　切り干し大根 砂糖　麦 30.9

いわしのカリカリフライ（３尾） 大豆 こんにゃく じゃがいも 27.8

切干大根の煮付け しょうが 米粉　水飴

一食大豆昆布 でん粉

ちらし寿司 鶏肉　あさり 牛乳　わかめ 人参　さやいんげん ごぼう　れんこん ★米 油　ごま 812

はまぐりの潮汁 はまぐり　かまぼこ 菜の花 椎茸　えのきだけ 砂糖　 ノンエッグマヨネーズ 32.3

さわらの西京焼き 豆腐　さわら キャベツ ひし餅 21.4

菜の花のみそマヨネーズ和え ちくわ　米みそ

ひし餅

麦ご飯 牛肉　ツナ 牛乳 人参 玉ねぎ　にんにく ★米 油 880

ビーフカレー 大豆　いんげん豆 キャベツ 麦　じゃがいも 29.3

キャベツと豆のサラダ コーン 砂糖 25.1

いちごクレープ いちごクレープ

メロンパン 豚肉　鶏肉 牛乳 人参　 玉ねぎ　セロリ― メロンパン　 油 841

ポトフ ハム ★ブロッコリ― キャベツ　レモン汁 砂糖 33.9

鶏肉のレモン焼き コーン　りんご じゃがいも 36.3

ブロッコリーとりんごのサラダ カリフラワー

麦ご飯　　　　　一食しそひじき 豚肉　高野豆腐 牛乳 ★小松菜　人参 玉ねぎ　もやし ★米　麦　 油　ごま油 789

ワンタンスープ ホキ しそひじき 赤パプリカ 枝豆　デコポン ワンタン 31.3

白身魚の甘酢かけ 砂糖　でん粉 18.3

デコポン

麦ご飯 鶏肉　 牛乳　しらす干し さやいんげん　人参 玉ねぎ　こんにゃく 麦　 油 844

鶏肉とじゃが芋のさっぱり煮 卵 ヨーグルト ★小松菜 きゅうり　キャベツ ★米 29.4

小松菜入り卵焼き じゃがいも　砂糖 18.8

しらす和え でん粉　

ヨーグルト

麦ご飯 ★合わせみそ 牛乳　わかめ ★小松菜　人参 えのきだけ　玉ねぎ ★米　麦　 ごま　ごま油 821

玉ねぎのみそ汁 麦みそ　牛肉 れんこん 砂糖 31.0

照り焼きハンバーグ 厚揚げ　 しょうが　にんにく でん粉 24.9

きんぴられんこん 鶏肉　豚肉

麦ご飯　　　　ふりかけ 豆腐　鶏肉 牛乳 人参　★小松菜 玉ねぎ　えのきだけ ★米 油 801

白玉すまし汁 ハム わかめ しょうが　にんにく 麦　白玉餅 27.7

から揚げ かつお節 のり 大根 小麦粉　でん粉 26.2

大根とハムのサラダ 砂糖　ももゼリー

ももゼリー

麦ご飯 牛肉　厚揚げ 牛乳　ひじき さやいんげん　人参 玉ねぎ　大根 ★米　麦 油 816

大根と厚揚げの煮物 いわし　てんぷら こんにゃく 砂糖 35.0

いわしの梅煮 大豆 梅 でん粉 22.0

ひじきの炒め物

麦ご飯　　　　味付けのり 豚肉　いか 味付のり　牛乳 人参　ねぎ 玉ねぎ　ごぼう 麦 油 806

うったち汁 米みそ わかめ ピ―マン　赤パプリカ きゅうり　キャベツ ★米　里いも 25.8

いか天南蛮 小麦粉　でん粉 18.2

酢みそ和え 砂糖

コーンピラフ 鶏肉　ウインナー 牛乳　 人参　 玉ねぎ　コーン ★米　 油　オリーブ油 759

野菜スープ ハム チーズ ★ブロッコリ― しめじ　キャベツ じゃがいも　砂糖 ごま 34.7

魚のバジル焼き メルルーサ にんにく　 25.4

ブロッコリーときのこのサラダ カリフラワ―

角チーズ

食パン　　　　黒豆きなこクリーム 豚肉　鶏レバー 牛乳 トマト　人参 玉ねぎ　キャベツ パン　じゃがいも オリーブ油 817

ミネストローネ 大豆　鶏肉 にんにく　しょうが 砂糖　でん粉 油 33.7

鶏肉と大豆の揚げからめ 苺 小麦粉 黒豆きなこクリーム 32.8

いちご（２個）

麦ご飯 豆腐 牛乳　わかめ 人参　★小松菜 もやし　玉ねぎ 麦　★米 ごま　ごま油 892

豆腐ともやしのスープ 豚肉 にら キムチ　しょうが でん粉 油 30.9

揚げ春巻き 鶏肉 にんにく 砂糖　パン粉 32.8

豚キムチ キャベツ　椎茸 春雨　小麦粉

米粉

麦ご飯　　　　小魚佃煮 鶏肉　豆腐 小女子佃煮　牛乳 人参　ねぎ 白菜　椎茸 麦 油　オリーブ油 801

鶏ごぼう汁 油揚げ　麦みそ 茎わかめ ★ブロッコリ― 大根　ごぼう ★米　砂糖 36.7

いわしの辛みそ焼き いわし　ハム にんにく　コーン 23.3

海藻サラダ

　※　★は、粕屋町近隣でとれた地場産物です。

　※　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。

15 火 ☆

給食は栄養のバランスがよいと
思っている人も多いと思いま
す。しかし、好きなものを好き
なだけ食べて、苦手なものは残
すとなると、栄養のバランスが
悪くなります。
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ワンタンは、中国の料理で、漢
字で「雲呑」と書きます。中国
では、白い雲はよい兆しを表す
ものとされています。
今日のデコポンは、古賀市産の
デコポンです。

給食の量は、みなさんの年齢や
活動量を基に、国で基準が決
まっています。今のみなさんに
必要な量です。体を作る大切な
今の時期に、しっかり食べてほ
しいと思います。

きんぴらは、坂田金平という人
から名づけられたそうです。こ
の金平のお父さんは、金太郎で
す。金平さんが、強くて勇まし
い人だったことから、この名前
が付いたそうです。

今日は３年生が小中学校９年間
で食べてきた給食の最終日で
す。これからも自分の成長や健
康を考えて『食』を選んでくだ
さいね。
Dream come true！！

月

金

から揚げが食卓に見られるよう
になったのは、４０年ほど前で
す。から揚げは、日本独自のも
ので、おいしい食べ方がいろい
ろな形で発展していく中で作ら
れ、食べられるようになりまし
た。

今日は、佐賀県の郷土料理を参
考にしています。うったち汁の
うったちは「旅立ち」という意
味があるそうです。佐賀県では
『かけあえ』といって酢みそ和
えが食べられます。

給食の時間は、食について学ぶ
時間にしてほしいと思います。
食事のマナーや頑張って食べる
ことができたか、手洗いは正し
くできたかなど、１年間の給食
について振り返ってみましょ
う。

その他の野菜
果物

穀類　いも類
砂糖

油脂

ひとくちメモ

３月になりました。３月は１年
間のまとめの時期です。給食に
ついても一年間を振り返ってみ
ましょう。

一日早いですが、今日はひな祭
りの献立です。ひな祭りは、女
の子の健やかな成長を願い、ひ
な人形やひし餅、雛あられを
飾って、白酒で祝う行事です。
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今日は、３月生まれのお誕生日
給食です。今年度最後のカレー
です。いちごクレープは、乳・
卵・小麦を使用していないデ
ザートです。
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今日は、今が旬のいちごの登場
です。福岡県のいちごの生産量
は、栃木についで全国２位で
す。今日は、糟屋郡内でとれた
新鮮なあまおうです。味わって
食べてくださいね。

23 水 ☆

今日は、今年度最後の給食で
す。毎日朝早くから給食を作っ
てくれる調理員さんに感謝の気
持ちで、残さず食べてほしいで
す。１年間ありがとうございま
した。

修 了 式

21 月

キムチは、韓国の伝統の漬物で
す。白菜やきゅうり大根などの
野菜に唐辛子などの香辛料をた
くさんつけこんで作ります。キ
ムチの酸味は、乳酸菌で、腸内
の環境を整えてくれます。

日にち ７日（月） ８日（火） ９日（水） １０日（木） １１日（金） ２３日（水）

粕屋中 ３年中止 ３年中止 ３年中止 全校中止 全校中止 １年中止

粕屋東中 ３年中止 ３年中止 ３年中止 全校中止 全校中止 全校中止

今月の給食中止日（２月１８日現在）まだ寒さの残る日もありますが、
だんだんと春の陽気になってきまし
た。今年度もあと少しで終了です。
１年間ありがとうございました！！

給食の時間や授業で学んだことを生かし、“食

べたもので体がつくられていく”ことを意識して、

よりよい食生活を送ってほしいと思います。

エネルギー(kcal) たんぱく質(%) 脂肪(%)

今月の平均栄養量 824 15.3 27.5

文部科学省基準値 830 １３～２０％ ２０～３０％


