
【最長子配布】

642 kcal 牛乳（乳）

酒　うすくちしょうゆ　こいく
ちしょうゆ　一の塩（佐賀）
こしょう　とうがらし

20.2 ｇ

さば節（だし）

一の塩（佐賀）　こしょう　う
すくちしょうゆ　こいくちしょ
うゆ

593 kcal 白菜キムチ（小麦）　牛乳（乳）

19.7 ｇ 豆腐しゅうまい（小麦）

鶏豚スープ　うすくちしょうゆ
こしょう　一の塩（佐賀）　酒
中華味

588 kcal 牛乳（乳）

22.0 ｇ いわし梅煮（小麦）

酒　こいくちしょうゆ

酒　うすくちしょうゆ　こいく
ちしょうゆ　みりん　一の塩
（佐賀）　さば節（だし）

551 kcal ミルクパン（小麦、乳）　牛乳（乳）

一の塩（佐賀）　こしょう　★
コンソメ　★シチュールウ　鶏
豚スープ

20.4 ｇ
ミートボール（小麦）　牛乳（乳）
コンソメ（小麦、乳）　シチュールウ
（小麦、乳）

りんご酢　こいくちしょうゆ

574 kcal ミルクパン（小麦、乳）　牛乳（乳）

一の塩（佐賀）　★マジェンバ
のたれ　こしょう　酒　みりん
こいくちしょうゆ　さば節（だ
し）　うすくちしょうゆ

20.4 ｇ
スパゲティ（小麦）　マジェンバのた
れ（小麦）

みりん　一の塩（佐賀）　こい
くちしょうゆ　うすくちしょう
ゆ

632 kcal 牛乳（乳）

酒　みりん　こいくちしょうゆ
うすくちしょうゆ　一の塩（佐
賀）　さば節（だし）

22.2 ｇ ちくわ（小麦）　うずら卵（卵）

616 kcal 牛乳（乳）

一の塩（佐賀）　酒 28.5 ｇ

酒　こいくちしょうゆ　とうが
らし

さば節（だし）　うすくちしょ
うゆ　酒　みりん

654 kcal 牛乳（乳）

一の塩（佐賀）　こしょう　酒
こいくちしょうゆ　す

23.2 ｇ 小麦粉（小麦）

こいくちしょうゆ　トウバン
ジャン

ロースハム（乳）

鶏豚スープ　中華味　うすくち
しょうゆ　みりん　一の塩（佐
賀）　こしょう

608 kcal 食パン（小麦、乳）　牛乳（乳）

21.8 ｇ

ケチャップ　一の塩（佐賀）
こしょう

マカロニ（小麦）　とろけるチーズ
（乳）

りんご酢　一の塩（佐賀）　こ
しょう

鶏豚スープ　うすくちしょうゆ
酒　一の塩（佐賀）　こしょう

ベーコン（乳）

689 kcal 食パン（小麦、乳）　牛乳（乳）

22.0 ｇ ポテトコロッケ（小麦、卵、乳）

りんご酢　一の塩（佐賀）　こ
しょう

鶏豚スープ　中華味　酒　うす
くちしょうゆ　一の塩（佐賀）
こしょう

ベーコン（乳）

アレルギー物質７品目を
含む食品表示

小城市立三日月小学校

 赤の仲間
血や肉になる

 黄の仲間
熱や力の元になる

 緑の仲間
体の調子を整える

牛乳・卵・肉・魚・大豆製品・海
藻

穀物・いも類・種実類・油脂
類

野菜・きのこ・果物

コールスローサラダ ひじき エッグケアマヨネーズ,さとう キャベツ,とうもろこし,赤ピーマン

ほうれん草のスープ ★ベーコン
ほうれんそう　たまねぎ　にんじん　え
のき

14
月

食パン　　牛乳 ★ぎゅうにゅう ★しょくパン

11
金

ポテトコロッケ ★ポテトコロッケ　あぶら

白菜とりんごのサラダ ひじき あぶら　さとう はくさい　りんご　おぎレモン

たまねぎのスープ ★ベーコン たまねぎ　セロリー　えのき　ねぎ

さがいちごジャム いちごジャム

ツナとポテトのマヨ焼き シーチキン　★とろけるチーズ
じゃがいも　★マカロニ　エッグケア
マヨネーズ

たまねぎ　にんじん　ピーマン　しめじ
えだまめ

野菜わかめスープ わかめ
セロリー　たまねぎ　えのき　ほうれん
そう

食パン　　牛乳 ★ぎゅうにゅう ★しょくパン

とりにく
かたくりこ　★こむぎこ　あぶら　さ
とう　ごまあぶら

にんにく　しょうが　ねぎ

もやしのピリ辛和え ★ロースハム ごま　ごまあぶら もやし　きゅうり　にんにく

豆乳スープ
ぶたにく　あつあげ　みそ　とうにゅ
う

あぶら　さといも だいこん　はくさい　しめじ　ねぎ

10
木

ごはん　　牛乳 ★ぎゅうにゅう ごはん

鶏肉のねぎソースがけ

さけ

茎わかめのきんぴら くきわかめ　てんぷら こんにゃく　ごまあぶら　さとう にんじん

小城みかん みかん

9
水

ごはん　　牛乳 ★ぎゅうにゅう ごはん

さけの塩焼き

8
火

切干ごはん　　牛乳
とりにく　あぶらあげ　★ぎゅうにゅ
う

ごはん　むぎ　さとう
しいたけ　きりぼしだいこん　しめじ
にんじん　さやいんげん

7
月

おでん風煮
とりにく　がんもどき　★ちくわ　★
うずらたまご　こんぶ

あぶら　さといも　こんにゃく　さと
う

だいこん　にんじん　さやいんげん

塩麹入りマジェンバ とりにく　きざみのり
★スパゲティ　オリーブオイル　しお
こうじ　ごまあぶら

にんにく　たまねぎ　ねぎ　しいたけ
きゅうり　れんこん　キャベツ　にんじ
ん

フルーツミックスゼリー カクテルゼリー みかん　もも　パイン　りんご

ごま　エッグケアマヨネーズ　さとう
キャベツ　きゅうり　あかパプリカ　と
うもろこし　えだまめ

ミルクパン　　牛乳 ★ぎゅうにゅう ★ミルクパン

4
金

ミルクパン　　牛乳 ★ぎゅうにゅう ★ミルクパン

ミートボールのシチュー ★ミートボール　★ぎゅうにゅう じゃがいも　さといも　あぶら
たまねぎ　にんじん　にんにく　ブロッ
コリー

ごまマヨサラダ

小松菜のごま和え ひじき ねりごま　ごま　さとう こまつな　キャベツ　えのき

五目汁 とりにく　だいず たまねぎ　れんこん　にんじん　ねぎ

3
木

ごはん　　牛乳 ★ぎゅうにゅう ごはん

2
水

いわしうめ煮 ★いわしうめに

とうふしゅうまい ★とうふしゅうまい

わかめスープ わかめ もやし　にんじん　しめじ

あつあげ　みそ さつまいも
はくさい　たまねぎ　にんじん　えのき
ねぎ

キムタクごはん　　牛乳 ぶたにく　★ぎゅうにゅう ごはん　むぎ　ごまあぶら　ごま
★はくさいキムチ　たくあん　たまねぎ
とうもろこし　ほうれんそう

1
火

ごはん　　牛乳 ★ぎゅうにゅう ごはん

五目きんぴら炒め ぶたにく
ごまあぶら　じゃがいも　こんにゃく
さとう

ごぼう　ピーマン　あかピーマン

厚揚げと野菜のみそ汁

令和２年度　１２月給食献立

日 献立名 調味料等

ｴﾈﾙｷﾞｰ

たんぱく質



【最長子配布】

624 kcal 牛乳（乳）

20.6 ｇ

酒　みりん　うすくちしょうゆ
こいくちしょうゆ　一の塩（佐
賀）　だしこんぶ　さば節（だ
し）

うどん（小麦）　野菜かき揚げ（小
麦、卵）

こいくちしょうゆ　うすくち
しょうゆ

しそ（ゆかり） 573 kcal 牛乳（乳）

うすくちしょうゆ　一の塩（佐
賀）　こしょう　ケチャップ

20.5 ｇ たまご（卵）　牛乳（乳）

酒　さば節（だし）

650 kcal 牛乳（乳）

赤ワイン　ケチャップ　ウス
ターソ－ス　こいくちしょうゆ
★カレ－ルウ

20.0 ｇ 牛乳（乳）　カレールウ（小麦、乳）

★青じそドレッシング 青じそドレッシング（小麦）

673 kcal コッペパン（小麦、乳）　牛乳（乳）

白ワイン　一の塩（佐賀）　こ
しょう　ケチャップ　うすくち
しょうゆ　ウスターソ－ス　★
コンソメ

24.4 ｇ
スパゲティ（小麦）　粉チーズ（乳）
コンソメ（小麦、乳）

一の塩（佐賀）　こいくちしょ
うゆ

672 kcal ミルクパン（小麦、乳）　牛乳（乳）

酒　一の塩（佐賀）　こしょう 31.8 ｇ 小麦粉（小麦）　パン粉（小麦）

こいくちしょうゆ　みりん　酒
す

一の塩（佐賀）　こしょう　★
コンソメ

牛乳（乳）　バター（乳）　小麦粉
（小麦）　コンソメ（小麦、乳）

かぼちゃのポタージュ とりにく　★ぎゅうにゅう ★バター　★こむぎこ かぼちゃ　にんじん　たまねぎ　パセリ

佐賀の鯛フライ まだい

ゆずのコロコロサラダ だいず
キャベツ　きゅうり　とうもろこし　あ
かパプリカ　ゆず

★こむぎこ　★パンこ　あぶら

アセロラゼリー アセロラゼリー

ひじきのツナサラダ ひじき　シーチキン さとう キャベツ　きゅうり　とうもろこし

21
月

【冬至献立】
ミルクパン　　牛乳

★ぎゅうにゅう ★ミルクパン

さとう　オリーブオイル

18
金

コッペパン　　牛乳 ★ぎゅうにゅう ★コッペパン

17
木

スパゲティナポリタン ウィンナー　★こなチーズ ★スパゲティ　オリーブオイル
たまねぎ　にんじん　しめじ　ピーマン
にんにく　トマト

小城の根菜カレー とりにく　★ぎゅうにゅう さといも　さつまいも　あぶら
れんこん　たまねぎ　にんじん　しめじ
さやいんげん　しょうが　にんにく

和風サラダ わかめ キャベツ　きゅうり　トマト

ぶたにく　あつあげ　みそ さつまいも　こんにゃく　あぶら
たまねぎ　だいこん　にんじん　しめじ
ねぎ

ごはん　　牛乳 ★ぎゅうにゅう ごはん

16
水

ゆかりごはん　　牛乳 ★ぎゅうにゅう ごはん　むぎ

千草蒸し
★たまご　★ぎゅうにゅう　とりにく
ひじき

あぶら　さとう
たまねぎ　にんじん　しいたけ　さやい
んげん

具だくさん豚汁

ｴﾈﾙｷﾞｰ

令和２年度　１２月給食献立
小城市立三日月小学校

日 献立名

 赤の仲間
血や肉になる

 黄の仲間
熱や力の元になる

 緑の仲間
体の調子を整える 調味料等

アレルギー物質７品目を
含む食品表示

たんぱく質

牛乳・卵・肉・魚・大豆製品・海
藻

穀物・いも類・種実類・油脂
類

野菜・きのこ・果物

15
火

ごはん　　牛乳 ★ぎゅうにゅう ごはん

佐賀手巻きのり さがのり

かき揚げうどん とりにく　かまぼこ ★うどん　あぶら
たまねぎ　はくさい　にんじん　ほうれ
んそう　★やさいかきあげ

たくあんときゅうりのごま和
え

ごま たくあん　きゅうり


