
むぎごはん こめ,むぎ

ビーフンスープ かまぼこ ビーフン
ほししいたけ,たまねぎ,にんじ
ん,えのき,しめじ,ｷｬﾍﾞﾂ,ねぎ

小麦,牛肉,大豆,
鶏肉,豚肉,ゼラチン

ビビンバ ぎゅうにく,たまご
あぶら,さとう,
ごまあぶら,ごま

しょうが,にんにく,たけのこ,
もやし,こまつな

小麦,卵,牛肉,大豆,ごま

クレープ クレープ 小麦,卵,乳ゼラチン

牛乳 ぎゅうにゅう 乳

はなやかごはん こめ
とうもろこし,にんじん,
かぼちゃ,ほうれんそう,うめ

小麦

すましじる
わかめ,とうふ,
たこボール

だいこん,にんじん,
はくさい,ねぎ

小麦,大豆

さばの
かぼすみそやき

さば,みそ さとう
たまねぎ、えのきたけ、
かぼすかじゅう

小麦,さば,大豆

ひなあられ ひなあられ 小麦,大豆

牛乳 ぎゅうにゅう 乳

ごはん こめ

ぶたじゃが ぶたにく
あぶら,じゃがいも,
さとう

たまねぎ,にんじん,こんにゃく,
きぬさやえんどう

小麦,大豆,豚肉

サケのこうみやき サケ ごまあぶら,ごま にんにく,しょうが,ねぎ 小麦,さけ,大豆,ごま

牛乳 ぎゅうにゅう 乳

ごはん こめ

タイピーエン ぶたにく,うずらたまご はるさめ,ごまあぶら
たけのこ,きくらげ,にんじん,
キャベツ,もやし,チンゲンサイ

小麦,卵,牛肉,大豆,鶏
肉,豚肉,ゼラチン,ごま

とうふバーグの
あんかけ

とうふ,とりにく,
ぶたにく

さとう,でんぷん,
あぶら

たまねぎ 小麦,大豆,鶏肉,豚肉

りんご りんご りんご

牛乳 ぎゅうにゅう 乳

ごはん こめ

みそしる
あぶらあげ,わかめ,
みそ,とうふ

さといも
にんじん,たまねぎ,
えのきたけ,ねぎ

大豆

ぶりフライ ぶり
こむぎこ,パンこ,
なたねあぶら

小麦,大豆,豚肉

もやしのソテー チキンハム,しらすぼし あぶら もやし,こまつな 小麦,大豆,鶏肉

ソース
小麦,大豆,豚肉,
りんご

牛乳 ぎゅうにゅう 乳

むぎごはん こめ,むぎ

カレー ぎゅうにく あぶら,じゃがいも
にんにく,たまねぎ,
にんじん,いんげん

小麦,牛肉,大豆,
鶏肉,豚肉

フルーツヨーグルト ヨーグルト みかん,りんご,もも 乳,もも,りんご

牛乳 ぎゅうにゅう 乳

ごはん こめ

いしかりじる さけ,みそ じゃがいも
にんじん,だいこん,
はくさい,ねぎ

さけ,大豆

ぶたにくとれんこん
のいためもの

ぶたにく,ちくわ あぶら,さとう
しょうが,れんこん,にんじん,
キャベツ,いんげん

小麦,大豆,鶏肉,豚肉

牛乳 ぎゅうにゅう 乳

ごはん こめ

けんちんじる とりにく,とうふ あぶら,じゃがいも
ごぼう,ほししいたけ,にんじん,
えのきたけ,ねぎ

小麦,大豆,鶏肉

ごもくたまごやき ぶたにく,たまご あぶら,さとう にら 小麦,卵,大豆,豚肉

みこゼリー みこゼリー オレンジ

牛乳 ぎゅうにゅう 乳

9
金

石狩汁は北海道の郷土
料理です。北海道を代
表する食べ物のサケや
じゃがいもを入れて、
みそで味つけします。

12
月

美娘(みこ)は、みかん
のなかまで、杵築市で
たくさん作られていま
す。甘くジューシーな
果汁をゼリーにしたも
のが今日のデザートで
す。

6
火

肉ばかりにかたよら
ず、大豆や魚からもた
んぱく質をとると、健
康に成長することがで
きます。今日のハン
バーグにはとうふをた
くさん混ぜこんでいま
す。

7
水

魚の油はいい油。血液
をサラサラにしたり、
脳のはたらきをよくし
たりしてくれます。

8
木

缶づめ用のみかんが不
足しているため、3学期
から、フルーツヨーグ
ルトに入れるみかんを
少なくしています。あ
りがたくいただきま
しょう。

1
木

中学３年生は最後の給
食ですね。卒業おめで
とうございます。毎日
の食事は、体だけでな
く心の健康にも影響し
ます。食べることを大
事にしてくださいね。

2
金

〈ひな祭りメニュー〉
女の子の成長や幸せを
願うひな祭り。いろど
りのきれいな混ぜごは
んやひなあられでお祝
いしましょう。

5
月

香味焼きは、にんに
く・しょうが・ごま油
などで風味をつけま
す。塩分ひかえめでも
おいしく食べられる工
夫です。

２９年度 ３月 こんだてひょう 九重町学校給食センター

日 献立名
あかの食品 きいろの食品 みどりの食品

アレルゲン
〈3月のテーマ〉

1ねんかんの
はんせいをしよう体を作る ｴﾈﾙｷﾞｰになる 体の調子を整える



日 献立名
あかの食品 きいろの食品 みどりの食品

アレルゲン
〈3月のテーマ〉

1ねんかんの
はんせいをしよう体を作る ｴﾈﾙｷﾞｰになる 体の調子を整える

ひじきごはん とりにく,ひじき
こめ,むぎ,
あぶら,さとう

にんじん,えだまめ 小麦,大豆,鶏肉

つみれじる
かつおぶし,かまぼこ,
じゃこボール,とうふ

たまねぎ,にんじん,
えのきたけ,はくさい,ねぎ

小麦,大豆,豚肉

マカロニサラダ ツナ
マカロニ,
しろいんげんまめ

きゅうり,にんじん,キャベツ 小麦,大豆

牛乳 ぎゅうにゅう 乳

ごはん こめ

みそしる
あぶらあげ,わかめ,
みそ,とうふ

じゃがいも
にんじん,たまねぎ,
えのきたけ,ねぎ

大豆

いわしのかばやき いわし
なたねあぶら,
さとう,ごま

小麦,大豆,ごま

キャベツの
いそあえ

しらすぼし,のり わふうドレッシング キャベツ,もやし 小麦,大豆,鶏肉

牛乳 ぎゅうにゅう 乳

くろざとうパン くろざとうパン 小麦,乳

ビーフシチュー ぎゅうにく
あぶら,じゃがいも,
くろざとう

たまねぎ,にんじん,トマト,
いんげん

小麦,牛肉,大豆,鶏肉

カリフラワーの
カレーソテー

ツナ あぶら,さとう カリフラワー,コーン 小麦,大豆

牛乳 ぎゅうにゅう 乳

ごはん こめ

ワンタンスープ チキンハム さとう,ワンタン
にんじん,たけのこ,キャベツ,
ほうれんそう

小麦,牛肉,大豆,
鶏肉,豚肉,ゼラチン

ぎゅうにくのオイス
ターソースいため

ぎゅうにく
あぶら,さとう,
はるさめ,でんぷん

しょうが,にんにく,たまねぎ,
にんじん,はくさい

小麦,牛肉,大豆

うまかってん いわし,こんぶ
ピーナッツ,大豆,アー
モンド,ごま

小麦,落花生,大豆,ごま

牛乳 ぎゅうにゅう 乳

じゃこめし(少) ちりめん こめ,むぎ,さとう 小麦,大豆

みそにこみうどん
かつおぶし,ぶたにく,
あぶらあげ,みそ

うどん
ごぼう,にんじん,だいこん,
ほししいたけ,はくさい,ねぎ

小麦,大豆,豚肉

れんこんサラダ ツナ さとう れんこん,にんじん,コーン 小麦,大豆

牛乳 ぎゅうにゅう 乳

ごはん こめ

かきたまじる とうふ,たまご,わかめ でんぷん
にんじん,たまねぎ,えのきたけ,
ほうれんそう,ねぎ

小麦,卵,大豆

ほねごとたべる
カレイのあんかけ

カレイ
なたねあぶら,
さとう,でんぷん

もやし,にんじん,ピーマン,
かぼすかじゅう

小麦,大豆

ももとあおりんご
のゼリー

ももとあおりんごの
ゼリー

もも,りんご

牛乳 ぎゅうにゅう 乳

ごはん こめ

すきやきふうに ぎゅうにく,あつあげ あぶら,さとう
ほししいたけ,ごぼう,たまねぎ,
にんじん,こんにゃく,はくさい,
ねぎ

小麦,牛肉,大豆

さつまいもといりこ
のごまがらめ

いりこ
さつまいも,なたねあぶ
ら,さとう,ごま

小麦,大豆,ごま

牛乳 ぎゅうにゅう 乳

ごはん こめ

ほうれんそうスープ おさかなパスタ
たまねぎ,にんじん,コーン,
ほうれんそう

小麦,牛肉,大豆,鶏肉

アメリカンポーク ぶたにく,だいず あぶら にんにく,たまねぎ,ピーマン
小麦,えび,大豆,鶏肉,豚
肉

牛乳 ぎゅうにゅう 乳

14
水

いそあえは、塩分が少
ないドレッシングと、
きざんだ焼きのりで味
つけしています。塩分
ひかえめの「うま塩メ
ニュー」です。

23
金

今年度最後の給食で
す。春休み中に生活リ
ズムがくずれないよう
に気をつけましょう。

カリフラワーとブロッ
コリー、どちらもつぼ
みを食べる野菜です。
花を咲かせるためのパ
ワーがギュッとつまっ
ています。

15
木

16
金

「うまかってん」は、
大豆やナッツなど歯ご
たえのあるものがいろ
いろ入っています。よ
くかむことで脳のはた
らきがアップします。

19
月

〈食育の日〉
県産の小麦粉で作った
うどん、豊後水道でと
れたちりめんなど、大
分県産のものをたくさ
ん使った給食です。

20
火

カレイは骨まで食べら
れるように調理してい
ます。骨ごと食べるこ
とでカルシウムがたっ
ぷりとれます。さら
に、よくかんで食べる
ことで、じょうぶな歯
になります。

22
木 豊後牛で作るすきやき

風煮です。うまみたっ
ぷりで、野菜もたくさ
ん食べられます。

13
火

つみれには、愛媛県で
とれたおいしいちりめ
んじゃこが入っていま
す。小魚や海そうはカ
ルシウムが豊富、すす
んで食べてほしいと思
います。

１年間のまとめの時期です。給食の準備や片付け、すききらい、食べる時のマナーなど、自分の給食
時間のようすはどうでしたか？ うまくできなかったことは、新しい学年でまたがんばりましょう。


