
令和３年度 粕屋町学校給食共同調理場

月分 献 立 予 定 表 中学校用

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 米みそ　鶏肉 牛乳 人参　さやいんげん れんこん　　ごぼう ★米　麦 ねりごま　ごま油 756

ふりかけ ひよこ豆　厚揚げ 芽ひじき　のり ★小松菜 こんにゃく　もやし 里いも　砂糖 34.2

鶏肉とひよこ豆の煮物 ちくわ いりこ　わかめ でんぷん 13.9

小松菜の磯和え かつおぶし

一食いりこ

高菜ごはん 鶏肉　豆腐 しらす干し　牛乳 たかな漬　人参 椎茸　ごぼう ★米　麦 ごま油　 777

だご汁 豚肉 だし昆布　わかさぎ にら 白菜　こんにゃく 砂糖　でんぷん 油 33.3

わかさぎのから揚げ 切干大根 冷凍白玉餅 31.5

豚肉と切干大根のソース炒め

食パン ﾎﾟｰｸｳｲﾝﾅｰ　 牛乳 アスパラ　人参 玉ねぎ　大根 パン　じゃがいも 油 811

ポトフ ハム　 キャベツ　レモン汁 砂糖　豆乳プリン 31.2

鶏肉のレモン焼き 鶏肉 コーン　きゅうり 24.4

キャベツとコーンのサラダ

豆乳プリン

麦ご飯 豆腐　牛肉 牛乳　小魚佃煮 人参 玉ねぎ　しめじ ★米　麦 油　ごま 841

小魚佃煮 白菜　れんこん　 砂糖 ごま油 30.3

肉豆腐 こんにゃく 緑豆春雨 24.0

きんぴられんこん

麦ご飯 ★合わせみそ　豚肉 ひじきのり　牛乳 ねぎ　人参 えのきだけ　ごぼう ★米　麦 サラダ油　 771

ひじきのり 豆腐　ミンチカツ しらす干し ★小松菜 こんにゃく　キャベツ ★さつまいも 28.3

豚汁 鶏肉 たまねぎ　えだまめ さとう　パン粉 20.2

キャベツのメンチカツ コーン でんぷん

しらす和え

麦ご飯 鶏肉　油揚げ 牛乳　チーズ ねぎ　人参 大根　ごぼう ★米　麦 792

のっぺい汁 豆腐　いわし ほうれん草 もやし 里いも 30.9

いわしの生姜煮 ツナ でん粉　砂糖 27.7

ほうれん草とツナの和え物

角チーズ

チキンライス 鶏肉　ウインナー 牛乳　ヨーグルト 人参 マッシュルーム　玉ねぎ ★米　麦 油 739

白菜のスープ 卵　豚肉 グリンピース　白菜 砂糖 30.4

ミートオムレツ キャベツ　きゅうり でん粉　 25.5

甘夏かんサラダ 甘夏みかん

ヨーグルト

ライ麦パン 牛肉　赤いんげん豆 牛乳 人参　トマト 玉ねぎ　ビ—ト ライ麦パン　 バター　オリーブ油 780

一食バター 豆乳クリーム　ハム ★ブロッコリ— キャベツ　コーン 砂糖 30.6

ボルシチ しめじ じゃがいも 23.3

ブロッコリーときのこのサラダ

麦ご飯 鶏肉　焼き豆腐 牛乳 人参 長ねぎ　玉ねぎ ★米　麦 油　ごま 816

とりすき ツナ えのきだけ　しめじ 砂糖 ノンエッグマヨネーズ 27.0

ごぼうのサラダ 白菜　こんにゃく 24.7

みかん コーン　ごぼう

みかん

麦ご飯 ★合わせみそ　厚揚げ 牛乳　わかめ ★小松菜　人参 大根　えのきだけ ★米　麦 ごま油 800

厚揚げのみそ汁 豚肉ミンチ　 玉ねぎ　枝豆 でん粉 24.7

れんこんそぼろ丼 豆腐　魚肉すりみ れんこん　こんにゃく 砂糖 23.3

豆腐シュウマイ（２個） コーン

麦ご飯 豚肉　ハム 牛乳 人参 ごぼう　れんこん ★米　麦 油 810

冬野菜カレー 玉ねぎ　しめじ ★さつまいも 23.6

フレンチサラダ 大根　にんにく 砂糖　りんごムース 22.4

りんごムース コーン　きゅうり

キャベツ　

麦ご飯（減量） ★合わせみそ　鶏肉 牛乳　きざみのり かぼちゃ　ねぎ しめじ　白菜 ★米　麦 油 844

ほうとう 油揚げ　さば 人参　ほうれん草 ゆず果汁　もやし きしめん 38.2

さばのゆずソースかけ 砂糖　でんぷん 37.9

ほうれん草ののり和え

キャロットパン 鮭　豆乳クリーム 牛乳 人参　★ブロッコリ— 玉ねぎ　グリンピース キャロットパン　 油 876

ロヒ・ケイット（サーモンのスープ） 豆乳　鶏肉 にんにく じゃがいも 34.5

鶏肉のガーリック焼き ケーキ 30.0

ブロッコリーの塩ゆで

クリスマスケーキ

麦ご飯 豚肉　厚揚げ 牛乳　ししゃも さやいんげん　人参 玉ねぎ　大根 ★米　麦 油　ごま 833

大根と厚揚げのうま煮 ちくわ　米みそ ★ブロッコリ— こんにゃく　キャベツ 砂糖 ノンエッグマヨネーズ 24.2

焼きししゃも（2尾） 15.1

野菜のみそマヨネーズ和え

麦ご飯 厚揚げ　鶏肉 牛乳　わかめ ねぎ　人参 白菜　大根 ★米　麦 油　 841

さつまいものみそ汁 はたはた しめじ　大根葉 砂糖　でんぷん 32.3

はたはたの竜田揚げ（２尾） ★合わせみそ ★さつまいも 27.5

大根のゆず和え

麦ご飯 米みそ 牛乳　韓国のり にら　人参 玉ねぎ　キムチ ★米　麦 油　ごま油 760

韓国のり 豚肉　豆腐 ピ—マン　赤パプリカ しめじ　キャベツ 砂糖 ごま 28.2

キムチチゲ 牛肉 にんにく　たけのこ 緑豆春雨　 18.5

チャプチェ きゅうり　しょうが ライチゼリー

ライチゼリー

麦ご飯 豆腐　鶏肉 牛乳 ねぎ　人参 椎茸　ごぼう ★米　麦 ごま油　 860

けんちん汁 ツナ　大豆 ★ブロッコリ— こんにゃく　しょうが 里いも 油 31.2

油淋鶏（２個） いんげん豆 長ねぎ　コーン でん粉　砂糖 27.5

豆とツナのサラダ りんご

りんご

　※　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。 エネルギー(kcal) たんぱく質(g) 脂肪(%)

　※　調味料やだし等については記載しておりません。 今月の平均栄養量 806 15.0% 27.5%

　※　献立内容をよくご確認ください。 文部科学省基準値 830 13 ～ 20% 20 ～ 30%
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はたはたは、日本海側でよく食べられて
いる魚で秋田県では県の魚になっていま
す。
みそ汁に使われているさつまいもは、粕
屋町でとれたいもです。味わって食べて
ほしいです。

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。鍋料理は、肉、魚、豆腐、
野菜など多くの食材が一度にたくさんと
れるので、栄養満点です。

もうすぐ冬休みです。冬休みも、早寝・
早起き、３食食べるなど規則正しい生活
を心がけましょう。冬休みには年越しそ
ば、おせち、お雑煮など日本の伝統的な
食文化にもたくさんふれてほしいです。
楽しい冬休みを過ごしてください。

寒くなる季節、カゼの予防に気をつけてほし
いです。
①　１日３回のバランスよい食事
②　規則正しい生活
③　十分なすいみん
④　手洗い・うがい
⑤　外遊びなど体をきたえる

今日は、お誕生日給食です。１２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♪
今日は、今が旬の冬野菜をたっぷり使っ
たカレーです。デザートは、乳・卵・小
麦を使用していないムースです。

冬至は、１年で一番昼が短く夜が長い日
のことです。昔から、冬至にかぼちゃを
食べたり、ゆず湯に入ると、寒い冬を元
気に過ごすことができると昔の人の知恵
が今も引き継がれています。

今日はフィンランドの料理とクリスマス
にちなんだ献立です。フィンランドの言
葉で、「ロヒ」がサーモン、「ケイッ
ト」がスープの意味でサーモンが入った
温かいクリームスープです。少し早いク
リスマスの気分を味わってください。

大根は、古くから日本で食べられてきた
野菜の一つで春の七草「すずしろ」とし
ても親しまれています。冬が旬で風邪の
予防によいビタミンCが多く含まれてい
ます。
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日本全国に分布する郷土料理である
「のっぺい汁」は、地域によって使用す
る材料やとろみの加減などが大きく異な
ります。汁にとろみがつくことで冬でも
冷めにくく体を温めてくれます。

今日は、今からが旬の白菜を使ったスー
プです。白菜は煮ものや鍋物、和え物や
漬物などこれからの季節に大活躍しま
す。カゼを予防するビタミンCがたっぷ
り含まれています。

「ボルシチ」は、世界三大スープの一つ
ともいわれていて、ロシアや東ヨーロッ
パの多くの国で広く食べられています。
ボルシチには、赤い色が特徴の「ビー
ト」という赤かぶに似た野菜が使われて
います。

福岡県の古賀市や宗像市の郷土料理の
「とりすき」は親戚が集まる時やお祭り
の時などによく食べられています。昔こ
の地域は、卵の生産がさかんに行われて
いて、卵を産んだ親どりも食べる習慣が
広まったそうです。

その他の野菜・果
物

穀類　いも類　砂
糖

油脂

牛
乳

ひとくちメモ

給食でより食べてほしい食材である豆類
の中から今日は「ひよこ豆」を使った和
風の煮ものです。ひよこ豆は、たんぱく
質や炭水化物、食物せんい、ミネラル分
も多く、栄養価の高い食品です、

これからが旬である魚の「わかさぎ」の
から揚げです。わかさぎは、天ぷらにし
たり、から揚げや南蛮漬けなどの揚げ物
の他、佃煮や甘露煮にしたり保存食とし
ても食べられています。

「ポトフ」とは、フランス語で「火にか
けた鍋」という意味で肉や野菜、ハーブ
などを長時間かけてじっくり煮こんで作
るフランスの家庭料理のひとつです。

食事の時に、よくかむことで食べ物が小
さくなり、安全に飲み込むことができま
す。だ液がたくさん出ることで、むし歯
の予防や頭の働きをよくしてくれます。

☆

☆

魚　肉　卵
豆　豆製品

６　つ　の　食　品　群

牛乳　小魚　海そ
う

緑黄色野菜
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金
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料理は味だけでなく、見た目も大事で
す。ご飯は、ふっくらとついだり、汁も
のは、全体をかき混ぜながらつぐように
しましょう。気持ちのよい盛り付け方で
給食をよりおいしそうにみせてほしいで
す。
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日にち ２日（木） ２０日（月） ２１日（火） ２２日（水） ２４日（金）

粕屋中 ― ― ― ― 全学年中止

粕屋東中 1・２年中止 ２年中止 ２年中止 ２年中止 全学年中止

今月の給食中止日（１１月2２日現在）


