
【最長子配布】

あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。

701 kcal 牛乳（乳）

酒　みりん　こいくちしょうゆ 29.3 ｇ

す　こいくちしょうゆ　うすくち
しょうゆ　みりん

だしこんぶ　かつお節（だし）　酒,
みりん　一の塩（佐賀）　うすくち
しょうゆ

626 kcal 牛乳（乳）

酒　みりん　うすくちしょうゆ 24.9 ｇ

酒　一の塩（佐賀）　みりん　こい
くちしょうゆ　うすくちしょうゆ

しそ（ゆかり） 641 kcal 牛乳（乳）

うすくちしょうゆ　こいくちしょう
ゆ　鶏豚スープ　中華味　酒　こ
しょう　一の塩（佐賀）

22.4 ｇ ちゃんぽん麺（小麦）

こいくちしょうゆ　酒　みりん　と
うがらし(粉)

668 kcal コッペパン（小麦、乳）　牛乳（乳）

一の塩（佐賀）　こしょう 20.1 ｇ

鶏豚スープ　★コンソメ　うすくち
しょうゆ　一の塩（佐賀）　こしょ
う

ミートボール（小麦）　コンソメ（小
麦、乳）

フルーツムース（乳）

537 kcal 食パン（小麦、乳）　牛乳（乳）

一の塩（佐賀）　酒　こしょう 27.8 ｇ
小麦粉（小麦）　マーガリン（乳）
牛乳（乳）　とろけるチーズ（乳）

こいくちしょうゆ

ケチャップ　★コンソメ　一の塩
（佐賀）　こしょう

ベーコン（乳）　マカロニ（小麦）
コンソメ（小麦、乳）

611 kcal 牛乳（乳）

うすくちしょうゆ　一の塩（佐賀）
こしょう

20.9 ｇ たまご（卵）　牛乳（乳）

酒　こいくちしょうゆ

さば節（だし）

610 kcal 牛乳（乳）

22.3 ｇ ふりかけ（小麦）

ししゃもフライ（小麦）

酒　みりん　こいくちしょうゆ

さば節（だし）

みりん　一の塩（佐賀）　こいくち
しょうゆ　うすくちしょうゆ

623 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）

22.0 ｇ うずら卵（卵）　ちくわ（小麦）

646 kcal 食パン（小麦、乳）　牛乳（乳）

一の塩（佐賀）　こしょう　赤ワイ
ン　ウスターソ－ス　ケチャップ
★カレールウ　カレー粉

27.8 ｇ カレールウ（小麦、乳）

す　こいくちしょうゆ　一の塩（佐
賀）　こしょう

ロースパム（乳）

元気ヨーグルト（乳）

636 kcal コッペパン（小麦、乳）　牛乳（乳）

ナツメグ　赤ワイン　ケチャップ
★デミグラスソース　ウスターソ－
ス　★コンソメ　一の塩（佐賀）
こしょう

24.0 ｇ
スパゲティ（小麦）　デミグラスソー
ス（小麦）　コンソメ（小麦、乳）

一の塩（佐賀）　こしょう ロースパム（乳）　ヨーグルト（乳）

アレルギー物質７品目を
含む食品表示

令和２年度　１月給食献立

日 献立名 調味料等

ｴﾈﾙｷﾞｰ

たんぱく質

12
火

ごはん　　牛乳 ★ぎゅうにゅう ごはん

【佐賀ん魚学校給食提供事
業】
ぶりの照り焼き

ぶり さとう しょうが

大根の磯和え のり ほうれんそう　だいこん　にんじん

白玉雑煮 とりにく　ちくわ 白玉団子
はくさい　ごぼう　にんじん　しいた
け　ねぎ

小城みかん おぎみかん

13
水

ごはん　　牛乳 ★ぎゅうにゅう ごはん

小松菜の梅肉和え くきわかめ さとう
こまつな　キャベツ　もやし　みさと
のうめぼし

【佐賀牛学校給食提供事業】
佐賀牛のすき焼き風煮

さがぎゅう　あつあげ　★うずらたま
ご

あぶら　しらたき　さとう
たまねぎ　にんじん　だいこん　はく
さい　しいたけ　ねぎ

14
木

ゆかりごはん　　牛乳 ★ぎゅうにゅう ごはん　むぎ

野菜いっぱいちゃんぽん かまぼこ　ぶたにく ★ちゃんぽんめん　あぶら
しょうが　にんにく　もやし　キャベ
ツ　たまねぎ　にんじん　きくらげ
ねぎ

れんこんのきんぴら
こんにゃく　ごま　ごまあぶら　さと
う

れんこん　にんじん

15
金

ココア揚げパン　　牛乳 ★ぎゅうにゅう
★コッペパン　あぶら　ミルメークコ
コア

さっぱりレモンサラダ オリーブオイル　さとう
キャベツ　きゅうり　あかパプリカ
おぎレモン

ミートボール入り野菜スープ ★ミートボール さつまいも
たまねぎ,れんこん,にんじん,ブロッコ
リー

フルーツムース ★フルーツムース

18
月

食パン　　牛乳 ★ぎゅうにゅう ★しょくパン

さけのグラタン
さけ　★ぎゅうにゅう　★とろける
チーズ

★マーガリン　★こむぎこ
たまねぎ　きパプリカ　こまつな
マッシュルーム

ブロッコリーのマヨ和え かつおぶし エッグケアマヨネーズ　ごま ブロッコリー　とうもろこし

ミネストローネ ★ベーコン あぶら　★マカロニ　じゃがいも
にんにく　キャベツ　たまねぎ　にん
じん　セロリー　トマト

19
火

ごはん　　牛乳 ★ぎゅうにゅう ごはん

五目たまご
★たまご　★ぎゅうにゅう　とりにく
ひじき

さとう
たまねぎ　にんじん　しいたけ　えだ
まめ

浦上そぼろ ぶたにく　てんぷら こんにゃく　ごまあぶら　さとう もやし　ごぼう　にんじん

切干大根のみそ汁 とうふ　みそ さといも きりぼしだいこん　はくさい　ねぎ

20
水

ごはん　　牛乳 ★ぎゅうにゅう ごはん

ふりかけ ★ひじきふりかけ

ししゃもフライ ★ししゃもフライ あぶら

梅おかか和え かつおぶし
こまつな　もやし　えのき　みさとの
うめぼし

さつま汁 とりにく　だいず　みそ さつまいも だいこん　たまねぎ　しめじ　ねぎ

21
木

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　えだまめ

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

さといも　こんにゃく　さとう さやいんげん　だいこん　にんじん

りんごゼリー あおりんごゼリー

22
金

【カレーの日】
食パン　　牛乳

★ぎゅうにゅう ★しょくパン

キーマカレー ぶたにく　レバー　だいず
にんにく　しょうが　たまねぎ　にん
じん　れんこん　ピーマン　トマト

りっちゃんの元気サラダ
かつおぶし　しおこんぶ　★ロースハ
ム

あぶら　さとう
キャベツ　きゅうり　にんじん　とう
もろこし　トマト

元気ヨーグルト ★元気ヨーグルト

25
月

【全国学校給食週間】
（24日～30日）
コッペパン　　牛乳

★ぎゅうにゅう ★コッペパン

ミートスパゲティ ぶたにく　レバー　だいず ★スパゲティ　オリーブオイル
たまねぎ　にんじん　えだまめ　しめ
じ　にんにく　トマト

さつま芋とブロッコリーのサ
ラダ

★ロースハム　★ヨーグルト さつまいも　エッグケアマヨネーズ ブロッコリー

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

今月の小城産野菜
れんこん だいこん さといも さつまいも にんじん キャベツ きゅうり ほうれん草 じゃがいも

ブロッコリー はくさい レモン ねぎ みかん



【最長子配布】

648 kcal 牛乳（乳）

24.6 ｇ 佐賀産あじフライ（小麦）

酒　こいくちしょうゆ

一の塩（佐賀）　酒　さば節（だ
し）　うすくちしょうゆ

小麦粉（小麦）

みりん　酒　こいくちしょうゆ　う
すくちしょうゆ

661 kcal 牛乳（乳）

一の塩（佐賀）　こしょう　酒　こ
いくちしょうゆ

28.5 ｇ 小麦粉（小麦）

さば節（だし）

630 kcal 牛乳（乳）

みりん　酒 27.4 ｇ

こいくちしょうゆ

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

631 kcal 食パン（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

25.3 ｇ
牛乳（乳）　コンソメ（小麦、乳）
シチュールウ（小麦、乳）

一の塩（佐賀）　こいくちしょうゆ

27
水

しらす大豆ごはん　　牛乳 だいず　しらす　★ぎゅうにゅう ごはん　むぎ　ごま こまつな

鶏のからあげ とりにく かたくりこ　★こむぎこ　あぶら にんにく　しょうが

厚揚げ入りみそ汁 あつあげ　みそ じゃがいも
たまねぎ　はくさい　にんじん　しめ
じ　ねぎ

28
木

【小城市ふるさと食の日】
ごはん　　牛乳

★ぎゅうにゅう ごはん

【佐賀ん魚学校給食提供事
業】
さがん魚のねぎみそ焼き

さがのたい　みそ さとう ねぎ

小城レモンマヨ和え
しらたき　さとう　エッグケアマヨ
ネーズ

れんこん　きゅうり　おぎレモン

里芋入りきのこ汁 とうふ さといも
えのき　きりぼしだいこん　しいたけ
しめじ　ほうれんそう

29
金

食パン　　牛乳 ★ぎゅうにゅう ★しょくパン

クリームシチュー とりにく　★ぎゅうにゅう じゃがいも　あぶら
たまねぎ　にんじん　はくさい　にん
にく　ブロッコリー

ひじきサラダ ひじき　シーチキン さとう　エッグケアマヨネーズ
きりぼしだいこん　にんじん　きゅう
り　とうもろこし

りんご りんご

令和２年度　１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

ｴﾈﾙｷﾞｰ

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

26
火

ごはん　　牛乳 ★ぎゅうにゅう ごはん

佐賀産あじフライ さがさんあじフライ あぶら

小城野菜のごま和え ねりごま　ごま　さとう
れんこん　キャベツ　ほうれんそう
にんじん

つんきーだご汁 とうふ　とりにく　みそ
★こむぎこ　しらたまこ　あぶら　さ
つまいも

はくさい　だいこん　ごぼう　にんじ
ん　しいたけ　ねぎ


