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かしわがたパン にんじん　たまねぎ　パセリ ぎゅうにゅう　とりにく　 パン　でんぷん　ゼリー

てりやきチキンパティ　スライスチーズ コーン　しょうが　 チーズ　ベーコン

コーンスープ　ミニゼリー

ちらしずし にんじん　しいたけ　ごぼう ぎゅうにゅう　とりにく こめ　ごま　こむぎこ

あじフライ こまつな（くまがいさん）　 あじ　わかめ　とうふ あぶら　さとう　

わふうじる　ひなあられ えのきだけ　ピース　 ひなあられ　パンこ

むぎごはん　 にんじん　たまねぎ　りんご ぎゅうにゅう　とりにく こめ　むぎ　じゃがいも

チキンカレー ピース　ほうれんそう　 ツナ　あげ あぶら　バター　さとう

おひたし　

キムタクごはん はくさいキムチ　たくあん　ねぎ ぎゅうにゅう　ぶたにく　たまご こめ　ごま　ごまあぶら　

ぎゅうにくコロッケ　ミニトマト たまねぎ　 わかめ　ぎゅうにく　 じゃがいも　あぶら

わかめスープ ミニトマト（まつざきさん） こむぎこ　パンこ　はるさめ

わかめごはん（すくなめ） にんじん　ねぎ　キャベツ　 ぎゅうにゅう　かまぼこ　あげ こめ　かんめん　さとう

きつねうどん コーン　 ツナ　ひじき マヨネーズ　あぶら

キャベツとひじきのごまマヨネーズあえ ねりごま

しょくパン　いちじくジャム きりぼしだいこん　しいたけ ぎゅうにゅう　こうやどうふ パン　さとう　あぶら　

いのちのめぐみスープ だいず　いりこ　ひじき　 ごま　ジャム　でんぷん

ぎすけに　 こんぶ　わかめ

きなこあげパン キャベツ　たまねぎ　もやし ぎゅうにゅう　ぶたにく　 パン　あぶら　さとう　

ビーフンスープ えだまめ　ねぎ　にんじん　　 うずらたまご　いか　きなこ ごまあぶら　ビーフン

えだまめ

むぎごはん にんじん　ごぼう　いんげん ぎゅうにゅう　とりにく　 こめ　むぎ　ごま　じゃがいも

かかに たかなづけ　こんにゃく ちりめん　こうやどうふ　 あぶら　さとう　ごまあぶら

ちりめんいりたかないり

そぼろごはん コーン　しょうが　ピース　にんじん ぎゅうにゅう　とりにく　のり こめ　さとう　あぶら　

とうふじる えのきだけ　ねぎ　ほうれんそう とうふ　わかめ　かつおぶし 　

ほうれんそうのおかかあえ　

こめこパン もやし　キャベツ　にんじん ぎゅうにゅう　わかさぎ パン　こめこ　ちゅうかめん　

やさいたっぷりラーメン コーン　ねぎ　しょうが　 でんぷん　あぶら　ごま

わかさぎのからあげ　オレンジ オレンジ ごまあぶら　こむぎこ

せきはん にんじん　ねぎ　えのきだけ ぎゅうにゅう　とりにく　 こめ　もちごめ　でんぷん

とりのからあげ　ブロッコリー ブロッコリー　 あずき　わかめ　 あぶら　ふ　デザート

いわいすいもの　ももゼリー

そつぎょうしき

ごはん にんじん　はくさい　ねぎ ぎゅうにゅう　ぶたにく　 こめ　でんぷん  さといも

ちゅうかどんぶり たけのこ　たまねぎ　しいたけ　 いか　とりにく あぶら　パンこ　ごまあぶら　

シューマイ れんこん　 こむぎこ　パンこ　さとう

★今年度最後の月になりました。６年生の卒業に向けてのお楽しみ献立がたくさんあります。　　　　※材料の都合により献立が変更になることがあります。

★8日は震災メニューです。乾物を使った「いのちのめぐみスープ」は、保存食で簡単にできるスープです。

★15日は、６年生最後の給食です。せきはんを食べてお祝いしましょう。

★３月は1年間の反省をする時期でもあります。1年を振り返って、できなかったところは、できるように頑張りましょう。

19 月 〇 614 23.8 20.2

16 金 × そ　つ　ぎ　ょ　う　お　め　で　と　う

15 木 〇 646 22.4 18.8

14 水 〇 601 25.9 20.0

13 火 〇 652 27.3 18.0

12 月 〇 630 23.2 16.1

9 金 〇 600 29.3 24.9

8 木 〇 512 23.1 19.3

7 水 〇 751 20.9 28.8

6 火 〇 670 19.5 20.6

5 月 〇 694 23.9 20.4

2 金

〇 639 28.4 25.01 木

〇 688 24.1 20.9

     3月　きゅうしょくのこんだて
平成30年3月　田川市立大浦小学校
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きゅうしょくの献立を作ってみましょう。

いのちのめぐみスープ

災害が起こったとき、乾物だけでできる簡単スープです。

いざという時のために、乾物や缶詰を備えておくといいですね。
【材料】（５人分）

きりぼしだいこん10ｇ 干ししいたけ5ｇ 高野どうふ13ｇ 煮干し5ｇ

めひじき2.5ｇ だし昆布2ｇ 水 1000ｃｃ カットわかめ 2.5ｇ

【調味料】しょうゆ15㏄ 塩5ｇ こしょう 少々

【作り方】

１．きりぼしだいこん、めひじき、わかめは、水でもどしておく。高野豆腐は、

水でもどしてから、5㎜くらいの厚さに切って、水けを絞っておく。

２．しいたけは、水でもどしてから線切りする。昆布は、乾燥したままサッと洗い、

ハサミで細く切って、しいたけのもどし汁と一緒につけこんでおく。

３．煮干しと水で、だし汁を取ってから、きりぼしだいこん、高野どうふ、ひじき、

昆布、しいたけと、しいたけのもどし汁を入れて、塩、こしょう、しょうゆ

で味をつけて、最後にわかめを入れる。

そぼろごはん

とても人気のごはんです。おもてなしのごはんとしても
【材料】（５人分）

米 350ｇ 水（削りだし）480mｌ 生姜5ｇ とりミンチ200ｇ

コーン（冷凍）50ｇ グリンピース25ｇ きざみのり5ｇ

【調味料】

しょうゆ20ｇ さとう18ｇ きざみ生姜５ｇ 料理酒20ｇ だし昆布10㎝角

【作り方】

１．米は洗って、削り節でとっただしを入れ、塩を少々入れて普通に炊く。

２．そぼろを作る。とりそぼろは、鍋に油を引いてとりミンチとしょうゆ、

さとう、きざみ生姜をいれてそぼろ状になるまで、かきまぜる。

３．２のそぼろに、ゆでたコーンとグリンピースを入れる。

４．炊き上がったごはんを茶わんにもり、上に２のそぼろをのせる。

５．食べる時に、きざみのりをかけ、混ぜ合わせて食べる。

※コーンの代わりに卵そぼろを、ピースの代わりに、いんげんを使っても

いいです。

そつぎょう おいわいこんだて

ひなまつりこんだて

６年 バイキング

しんさいメニュー
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