
みどりのグループ あかのグループ きいろのグループ
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むぎごはん　 たまねぎ　にんじん　ねぎ ぎゅうにゅう　ぶたにく こめ　むぎ　ごまあぶら

マーボーどうふ しいたけ　しょうが　にんにく とうふ　うずらたまご　あかみそ あぶら　さとう　でんぷん

シュウマイ　ミニトマト ミニトマト（まつざきさん） とりにく　 こむぎこ

ドーナツ たまねぎ　にんじん　キャベツ ぎゅうにゅう　とりにく ドーナツ　こむぎこ　

ラビオリスープ パセリ　えだまめ　　 ぶたにく あぶら　パンこ

えだまめ　ぶどうゼリー ぶどう ゼリー

ごはん　のりのつくだに にんじん　ごぼう　はくさい ぎゅうにゅう　のり こめ　でんぷん　こめこ

うさからあげ ねぎ　にんにく　しょうが とりにく　ぶたにく さとう　あぶら　

ぐだくさんみそしる とうふ　あげ　みそ

コッペパン たまねぎ　にんじん　キャベツ ぎゅうにゅう　ベーコン パン　じゃがいも　あぶら

スープスパゲッティ パセリ　 とりにく　たまご　チーズ さとう　でんぷん　

アンサンブルエッグ　ヨーグルトレーズン レーズン ヨーグルト スパゲッティ

ごはん　のりかつおふりかけ こんにゃく　だいこん ぎゅうにゅう　とりにく　あげ こめ　さといも

おでん れんこん　にんじん うずらたまご　ツナ　あつあげ さとう　あぶら

おひたし こまつな　ごぼう　たまねぎ てんぷら　のりかつおふりかけ ごま　

むぎごはん　 はくさい　にんじん　しめじ ぎゅうにゅう　さば　とりにく こめ　むぎ　さとう

さばのにつけ こまつな（くまがいさん）　 でんぷん　

はくさいじる しょうが

コッペパン　 ほうれんそう　しいたけ ぎゅうにゅう　かまぼこ パン　かんめん

ごもくうどん オレンジ とりにく　あげ　ちくわ あぶら　こむぎこ

ちくわのいそべあげ　オレンジ あおのり　

しょうがごはん にんじん　えのきだけ　ねぎ ぎゅうにゅう　ホキ こめ　さとう　

ホキフライ しょうが　ごぼう　 あげ　とりにく　とうふ あぶら　パンこ

とうふじる わかめ　 こむぎこ

キャロットパン コーン　にんじん　たまねぎ ぎゅうにゅう　ベーコン パン　でんぷん

コーンスープ パセリ　しょうが　 とうふ　きなこ しらたまこ　くろごま

さくべいだんご さとう　

たけすみごはん たまねぎ　にんにく　しょうが ジョア　たまご こめ　あぶら　バター

ぼたやまカレー りんご　たけすみ ぎゅうにく（けんさんわぎゅう） さとう　

あじつけにたまご　　

てづくりおにぎり　（のりたまふりかけ） にんじん　かぼちゃ　しめじ ぎゅうにゅう　さけ　みそ こめ　ごま

さけのしおやき こまつな（くまがいさん）　 あげ　のり

みそしる　ポンカン ポンカン　 のりたまごふりかけ

コッペパン　ミルメーク コーン　もやし　キャベツ　にら ぎゅうにゅう　 パン　ミルメーク　ちゅうかめん

やさいたっぷりラーメン しょうが　ねぎ　にんじん　エリンギ ぶたにく　 ごまあぶら　こむぎこ　こめこ

はるまき たまねぎ　たけのこ　にんにく でんぷん　あぶら　はるさめ　ごま

ごはん にんじん　こんにゃく　しいたけ ぎゅうにゅう　あつあげ こめ　さとう　さといも

がめに いんげん　れんこん　 とりにく（はかたじどり） あぶら　ごま

ごまあえ ほうれんそう　キャベツ

ごはん にんじん　はくさい　こんにゃく ぎゅうにゅう　 こめ　さとう　ごま　

すきやき ねぎ　たくあん　たまねぎ ぎゅうにく（けんさんわぎゅう） あぶら　

きざみたくあん とうふ　

12 火 〇 619 24.3 25.7

     1月　きゅうしょくのこんだて
令和3年1月　田川市立大浦小学校

日
にち

曜日
ようび

主
しゅ

食
しょく

（ごはん・パン）

主菜
しゅさい

（おもなおかず）

副菜
ふくさい

（おかず）　　　デザート・そのた

牛乳
ぎゅうにゅう

使用
しよう

するおもな食品
しょくひん

とからだのなかでのおもな働
はたら

き
エネル
ギー

たんぱく
しつ

しぼう

14 木 〇 646 24.8 26.5

13 水 〇 675 22.3 18.2

18 月 〇 678 27.7 21.2

15 金 〇 601 21.5 14.1

20 水 〇 658 28.6 21.4

19 火 〇 611 26.5 12.5

22 金 〇 610 21.2 15.6

21 木 〇 610 22.1 15.6

26 火 〇 611 24.9 20.3

25 月 ジョア 626 22.7 14.3

28 木 〇 678 27.7 21.2

27 水 〇 639 29.8 24.7

★あけましておめでとうございます。給食
きゅうしょく

を残
のこ

さず食
た

べて3学期
がっき

もがんばりましょう。　　　　　　　　　　　　　　　　※材料の都合により献立が変更
ざいりょう　　　　つごう　　　　　　　　こんだて　　　　　へんこう

になることがあります。

★給食
きゅうしょく

記念
　き　ねん

週間
しゅうかん

は、ボタ山
やま

カレー、昔
むかし

の給食、郷土料理
きゅうしょく　きょうど　りょうり

のがめになどがあります。また、さくべいだんごや、はかた地鶏
じどり

、県産
けんさん

和牛
わぎゅう

など無償
むしょう

でいただいた肉
にく

も使用
しよう

しています。

　　　　　　　　　　　　　25日から29日は、学校給食記念週間
　がっ　　こう　　　きゅうしょく　　　き　　　ねん　　しゅう　かん

です。

29 金 〇 633 25.5 20.7

しょくいくのひ

きゅうしょくきねんしゅうかん

ごとうちグルメ たがわ

きょうどりょうり ふくおかけん

むかしのきゅうしょく

ごとうちグルメ たがわ

にくのひ

ごとうちグルメ おおいた
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