
エネルギー
kcal

アレルギー表示

献立名 たんぱくしつ 無機質 炭水化物 脂質 調味料 たんぱく質
ｇ 義務7品目

魚・肉・大豆・大豆製品 牛乳・小魚・海藻 色の濃い野菜 その他野菜・きのこ・果物 穀類・いも類・砂糖 油脂 食塩相当量
ｇ （加工品）

6
月
7
火

ホットドック　　牛乳 　　　　　　　牛乳 背割りパン パン（小麦，乳）

8 （ボイルウインナー） ウインナー ルウ（小麦，乳）

（ミートソース） 豚ひき肉 ピーマン　パプリカ　トマト 玉ねぎ　マッシュルーム 砂糖 油 ケチャップ　ソース　コンソメ　塩　ワイン マカロニ（小麦）

アスパラのクリームスープ 鶏肉 牛乳 アスパラ　にんじん 玉ねぎ　とうもろこし　キャベツ　にんにく マカロニ オリーブ油 鶏がら　ルウ　塩　こしょう　コンソメ　ワイン クレープ（卵，乳，小麦）

クレープ クレープ 2.9

ごはん　　　　牛乳 牛乳 ごはん ゼリー（りんご）

9 さばのごまみそ焼き さば　みそ 砂糖 ごま 酒　しょうゆ　塩　みりん

ひじきの炒め煮 さつま揚げ　大豆 ひじき にんじん　いんげん れんこん こんにゃく　砂糖 油 しょうゆ　酒　みりん　塩 33.4

沢煮椀／ゼリー 豚肉 にんじん　ねぎ もやし　玉ねぎ　たけのこ　干ししいたけ ゼリー 油 かつお節　昆布　しょうゆ　塩　酒 2.7

ごはん　　　　牛乳 牛乳 ごはん

10 五目卵焼き 卵　豚ひき肉 こねぎ　にんじん 玉ねぎ　きくらげ 砂糖 油 酒　塩　しょうゆ　みりん

おかか和え かつお節 にんじん もやし　きゅうり しょうゆ　みりん 31.1

厚揚げと小松菜のみそ汁 厚揚げ　みそ わかめ 小松菜 玉ねぎ　白菜　しめじ 煮干し 2.4

麦ごはん　　　牛乳 牛乳 麦ごはん 生クリーム(乳)

13 牛肉 生クリーム トマト　にんじん 玉ねぎ　しめじ 油 鶏がら　塩　こしょう　ワイン　ソース ハヤシルウ(小麦･乳)

グリンピース にんにく　マッシュルーム ルウ　ケチャップ　デミグラス デミソース(小麦)

コールスローサラダ ハム にんじん キャベツ　きゅうり　とうもろこし 砂糖 ドレッシング 塩　こしょう デザート

お祝いデザート デザート 2.2 （乳，卵，小麦，大豆）

ごはん　　　　牛乳 牛乳 ごはん パン粉（小麦）

14 照り焼きハンバーグ 牛肉　豚肉　卵　おから 玉ねぎ　しょうが パン粉　砂糖　かたくり粉 油 塩　こしょう　酒　しょうゆ

筍とビーフン炒め かまぼこ にんじん　チンゲン菜 もやし　たけのこ ビーフン 油 塩　こしょう　しょうゆ　中華だし　酒 35.0

大根のみそ汁 油揚げ　みそ わかめ にんじん　ねぎ 玉ねぎ　大根　えのき 煮干し 2.5

ミルクパン　　　牛乳 牛乳 パン パン（小麦，乳）

15 具だくさんうどん 豚肉　油揚げ にんじん　ねぎ 玉ねぎ　白菜　ごぼう　しめじ うどん 油 かつお節　だし昆布　塩　酒　みりん　しょうゆ うどん（小麦）

水 ツナマヨサラダ ツナ にんじん　 キャベツ　きゅうり　とうもろこし 砂糖 ノンエッグマヨネーズ 塩　こしょう 30.3

オレンジ オレンジ 2.5

ごはん　　　　牛乳 牛乳 ごはん てんぷら粉（小麦）

16 鰆の天ぷら さわら 天ぷら粉　米粉 油 塩　酒

きんぴらごぼう 豚肉 にんじん　いんげん ごぼう こんにゃく　砂糖 油　ごま油 酒　しょうゆ　みりん 32.8

そぼろ汁 鶏ひき肉 にんじん　小松菜　かぼちゃ 玉ねぎ　大根　しょうが かたくり粉 油 かつお節　昆布　しょうゆ　塩　酒 2.1

ごはん　　　　牛乳 牛乳　　　　　　　　 　　　　　　　　ごはん 焼肉のたれ（ごま）

17 豚肉 にんじん にんにく　しょうが　玉ねぎ 砂糖 油 しょうゆ　酒　みりん

にら キャベツ　れんこん かたくり粉 塩　こしょう　焼肉のたれ

カラフルポテト にんじん　枝豆　パセリ とうもろこし じゃがいも オリーブ油 塩　こしょう

たまごスープ 卵　かにかま チンゲン菜 たけのこ　しいたけ　玉ねぎ　もやし かたくり粉 ごま油 鶏がら　しょうゆ　酒　塩　こしょう 2.0

ごはん　　　　牛乳 牛乳 ごはん

20 じゃがいものそぼろ煮 鶏肉 にんじん　いんげん 玉ねぎ　ごぼう　干ししいたけ じゃがいも　こんにゃく　砂糖 油 煮干し　酒　塩　しょうゆ　みりん

ちくわの磯辺揚げ ちくわ 青のり 米粉　かたくり粉 油 27.5

ゆかり和え にんじん　ほうれん草 もやし　きゅうり ゆかり　しょうゆ 2.3

筍ごはん　　　牛乳 油揚げ 牛乳 にんじん たけのこ　干ししいたけ ごはん　砂糖 油 塩　酒　しょうゆ　みりん

21 鶏の照り焼き 鶏肉 しょうが　にんにく マーマレード しょうゆ　酒

火 きゅうりの酢の物 かにかま わかめ きゅうり　キャベツ 砂糖 酢　しょうゆ 30.8

春雨のすまし汁 豚肉 ねぎ　にんじん 玉ねぎ　えのき　白菜 春雨 油 かつお節　昆布　しょうゆ　塩　酒 2.9

きな粉揚げパン　　牛乳 きな粉 牛乳 パン　砂糖 油 塩 パン（小麦，乳）

22 肉団子 粉チーズ にんじん　ピーマン 玉ねぎ　マッシュルーム マカロニ オリーブ油 ケチャップ　塩　コンソメ チーズ（乳）

トマト にんにく 砂糖 トマトピューレ　ワイン 30.8 マカロニ（小麦）

春キャベツのコンソメスープ ウインナー にんじん　パセリ キャベツ　玉ねぎ　しめじ オリーブ油 鶏がら　塩　こしょう　ワイン　しょうゆ　コンソメ 2.9 肉団子（小麦）

行
事な
ど

おもにからだをつくる（赤） おもに体の調子を整える（緑） おもにエネルギーとなる（黄）

ビタミン

890

31.9

水

始　　業　　式

（北方中）令和２年度　４月　学　校　給　食　献　立　表

４月給食目標 上手に準備と後片付けをしよう　食器の並べ方や量を考えよう 北方給食センター
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曜

入　　学　　式
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758

北方野菜の焼肉炒め

金
29.0

821

月

769

799

肉団子のトマト煮

水

北方・武雄の食材をたくさん使った献立の日です！

パンにはさんでホットドックにしよう！

入学お祝いメニュー

小１・入学お祝いメニュー



ごはん　　　　牛乳 牛乳 ごはん パン粉（小麦）

23 白身魚のパン粉焼き 白身魚 パセリ にんにく パン粉 ノンエッグマヨネーズ ワイン　塩　こしょう

木 切干大根のごま和え 鶏肉 にんじん　ほうれん草 切り干し大根　きゅうり 砂糖 ごま しょうゆ　みりん 37.0

豆腐のみそ汁 豆腐　油揚げ　みそ にんじん　ねぎ 玉ねぎ　なす　白菜 煮干し 2.2

ごはん（ふりかけ）　　牛乳 牛乳 ごはん ふりかけ 梅ちり（ごま）

24 酢豚 豚肉 にんじん　ピーマン 玉ねぎ　たけのこ　干ししいたけ　しょうが　にんにく 砂糖　かたくり粉 油 しょうゆ　酒　酢　ケチャップ　みりん ワンタン（小麦）

ワンタンスープ 鶏肉 にんじん　チンゲン菜 玉ねぎ　もやし　きくらげ ワンタン 油　ごま油 鶏がら　しょうゆ　酒　塩　こしょう 30.1

アセロラゼリー ゼリー 2.5

ごはん　　　　牛乳 牛乳 ごはん

27 いわしのかぼす煮 いわしのかぼす煮

磯香和え ちくわ のり にんじん　ほうれん草 もやし　きゅうり 砂糖 しょうゆ 31.8

春キャベツのみそ汁 厚揚げ　みそ にんじん　ねぎ 玉ねぎ　キャベツ　えのき 煮干し 1.8

ごはん　　　　牛乳 牛乳 ごはん とんかつ（小麦，大豆）

28 とんかつ とんかつ 油 ソース

ふきと牛肉の炒め煮 牛肉 きぬさや　にんじん ふき　ごぼう　しょうが 砂糖　こんにゃく 油 しょうゆ　酒　みりん 29.8

かきたま汁 たまご　かまぼこ ねぎ 玉ねぎ　しいたけ　大根 かたくり粉 かつお節　だし昆布　塩　酒　しょうゆ 2.7

29
水

豚ひき肉 牛乳 にんじん　トマト 玉ねぎ　マッシュルーム　にんにく ごはん オリーブ油 カレールウ　塩　こしょう カレールウ(小麦・乳)

30 グリンピース ワイン　しょうゆ　カレー粉 ポタージュの素（小麦，乳）

豚しゃぶサラダ 豚肉 パプリカ キャベツ　きゅうり　赤たまねぎ　しょうが 砂糖 ごま 酒　しょうゆ　酢 30.4 生クリーム（乳）

オニオンチャウダー ウインナー　いんげん豆 牛乳　生クリーム にんじん　パセリ 玉葱　しめじ じゃがいも 油 鶏がら　塩　こしょう　ポタージュ 2.6

763

870

金

752

月

816

火

昭　和　の　日

カレーピラフ　　牛乳 850

木

新しい１年が始まりました。新しい学校，そして学年，子ども達は期待と不安を胸にいだ
いていることでしょう。そんな子どもたちが，毎日元気に心と体を健やかに成長していく
ことができるように，安全でおいしい給食で支えていけたらと思います。
今年もよろしくお願いします。

北方学校給食センター（北方中学校）の給食について
●給食回数 １９０回

●給食費 ４９００円/月
●給食センターの構成

所長 １名，栄養士 １名

株式会社日米クック社員（調理，配送，洗浄業務は委託）

調理員 １０名 運転手 １名 配送助手 １名

●給食の内容 主食（米飯週4回，パン週1回），おかず（主菜，副菜，果物等），牛乳

●地場産物の活用として，里の駅きたがた（代表：宮原裕子さん）や北方，武雄の生産者から

野菜等の食材を納入しています。

今年度も衛生管理につとめ、

安心、安全、そしておいしい

給食づくりに努めてまいります。

ご協力をよろしくお願い致します。

今年度も、給食をしっかり食べて、
元気な体をつくりましょう！

クラスで協力して準備と後片付けをましょう！

人を良くすると書いて ｢食｣
心身の健やかな成長を願い，学校教育の一環として行わ
れる学校給食には，食を通した人間形成や生きる力を育む
ため，７つの目標が定められています。

好き嫌いしない
で何でも食べて
みよう！

給食にはいろいろな食材
を使います！


