
1月のこんだて
こんげつの

めあて

エネルギー

ぎょうじ 主食
しゅしょく

たんぱく質

炭水化物 脂質 たんぱく質 カルシウム 脂質%

しぎょうしき しろごはん マーボーどうふ こめ　 あぶら とうふ　ぶたにく 牛乳 にんじん たまねぎ 　たけのこ 649

ちゅうかあえ でんぷん ごま とりにく くきわかめ ねぎ しょうが　にんにく　きゅうり 17.3%

(金) さとう ごまあぶら あかだしみそ キャベツ　ほししいたけ　コーン 29.6%

むぎごはん おでん こめ　むぎ あぶら とりにく　ちくわ 牛乳 にんじん だいこん　 616

じゃこあえ さといも あつあげ こんぶ ほうれんそう こんにゃく 15.8%

(火) うずらのたまご しらすぼし キャベツ 27.6%

ちゅうがくせいリクエスト コッペパン クリームシチュー パン　こむぎこ あぶら とりにく 牛乳 にんじん たまねぎ　はくさい　レモン 654

①シャレオツめし ツナサラダ じゃがいも バター ツナ チーズ こまつな しめじ　ブロッコリー 15.2%

(水) プリン プリン なまクリーム キャベツ　コーン 33.4%

くろまめごはん けんさんぶりのてりやき こめ　さとう あぶら さかな（ぶり） 牛乳 にんじん だいこん　ごぼう 623

こうはくなます でんぷん ごま とうふ　クロダマル ねぎ ほししいたけ 18.3%

(木) けんちんじる さといも あぶらあげ　とりにく こんにゃく 30.0%

ちゅうがくせいリクエスト むぎごはん わぎゅうのやきにくいため こめ　むぎ あぶら ぎゅうにく 牛乳 にんじん たまねぎ　もやし 686

②きんにくめし アーモンドサラダ じゃがいも アーモンド みそ チンゲンサイ にんにく 12.5%

(金) わぎゅうのひ① アセロラゼリー さとう　ゼリー こまつな キャベツ　りんごピューレ 31.3%

しょくいくのひ むぎごはん さけのしおやき こめ　むぎ あぶら さかな（さけ） 牛乳 にんじん キャベツ　だいこん 607

さいしょのきゅうしょく そくせきづけ さといも あつあげ こんぶ こまつな はくさい　 17.8%

(月) きゅうしょくかんしゃしゅうかん ふゆやさいのみそしる あぶらあげ　みそ ねぎ だいこん 25.4%

かしわごはん あつやきたまご こめ あぶら たまご 牛乳 にんじん ごぼう　ほししいたけ 605

くろまめ はるさめ とりにく　あぶらあげ わかめ えだまめ　たまねぎ 16.5%

(火) わかめスープ さとう クロダマル　とうふ エノキ 28.7%

あげパン コーンスープ パン　さとう あぶら とりにく 牛乳 にんじん たまねぎ　コーン 644

（きなこ） ハムサラダ こめこルー ハム チーズ パセリ キャベツ　かぶ 14.8%

(水) ぽんかん じゃがいも きなこ みずな　レモン　ポンカン 36.5%

きゅうしょく しろごはん ちくぜんに こめ　ふりかけ あぶら とりにく 牛乳 にんじん ごぼう　れんこん 623

ありがとう すみそあえ さといも あつあげ わかめ こんにゃく　ほししいたけ 15.0%

(木) しゅうかい さけぱっぱ さとう あぶらあげ　みそ たけのこ　えだまめ　だいこん 25.8%

むぎごはん わぎゅうのカレー こめ　むぎ あぶら ぎゅうにく 牛乳 にんじん たまねぎ　しょうが 666

ドレッシングサラダ じゃがいも トマト にんにく　キャベツ　レモン 11.7%

(金) わぎゅうのひ② キウイ こめこルー だいこん　コーン　キウイ 29.1%

白ごはん さばのみぞれに こめ　さとう　 あぶら さかな（さば） 牛乳 にんじん　ねぎ だいこん　しょうが 619

ひじきのいために おわらふ　はるさめ てんぷら　 ひじき こまつな こんにゃく 13.1%

(月) はるさめスープ こむぎこ　でんぷん わかめ いんげん エノキ　 31.6%

むぎごはん キムチなべ こめ　むぎ　さとう あぶら ぶたにく　とりにく 牛乳 にんじん だいこん　はくさい　キムチ 633

むしシュウマイ トック　こむぎこ とうふ　みそ チンゲンサイ しょうが　しめじ　エノキ 15.0%

(火) ゆずあえ マロニー かつおぶし こまつな キャベツ　ゆず 22.7%

しょくパン オムレツ　きのこソース パン　マカロニ あぶら たまご 牛乳 にんじん たまねぎ　しめじ 627

こふきいも ジャム　さとう ベーコン えだまめ 14.0%

(水) りんごジャム パスタスープ じゃがいも セロリ　はくさい 35.0%

ちさんちしょうを むぎごはん むしぞうに こめ　むぎ あぶら クロダマル　とりにく 牛乳 にんじん ほししいたけ 609

あじわうひ じゃがいものきんぴらに もち　さとう たまご　かまぼこ こまつな ごぼう 15.1%

(木) ～むしぞうに～ じゃがいも ぎゅうにく こんにゃく 20.5%

わかめごはん にくすいふううどん こめ あぶら ぎゅうにく　 牛乳　のり にんじん ごぼう　しめじ 612

のりあえ うどん あぶらあげ わかめ ねぎ たまねぎ　もやし 15.4%

(金) ヨーグルト さとう ヨーグルト ほうれんそう はくさい　 21.6%

※行事や材料の都合によって、献立を変更する場合があります。♪じもとのたべもの～こめ、こまつな、チンゲンサイ、ほししいたけ、ほうれんそう～
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○きゅうしょくにかんしゃしてたべよう。
○しょくぶんかについてしろう。

東峰村立
東峰小学校

ひ
づ
け

牛乳 副食
ふくしょく

（おかず）

きいろのなかま あかのなかま みどりのなかま

エネルギーをつくる からだをつくる からだをけんこうにする

ビタミン

～筑前朝倉の食文化を味わおう～

蒸し雑煮

「蒸し雑煮」は、福岡県の中央部、筑前朝倉

地域に伝わる蒸すタイプの珍しいお雑煮です。

江戸時代ごろ、たまごを使う「茶わん蒸し料

理」は貴重な食べもので、お雑煮と並ぶごちそう

だったそうです。いつしかこの２つが合わさって、

「蒸し雑煮」が生まれたようです。

今回は「蒸し雑煮という食文化を広めたい！」

という思いで商品化された蒸し雑煮を子どもた

ちに味わってほしい、ということで給食に登場し

ました。文化を感じながら味わって食べましょう。

蒸し雑煮のしいたけは

もちろん・・・

東峰村産です♪

福岡でとれる魚を味わおう

～鰤（ぶり）～

新型コロナウイルス感染症の感染

拡大により、魚の消費にも大きな影響

がでております。

そこで、福岡県漁業協同組合協議

会の方から、子どもたちに「ぶり」を食

べてほしいということで、無償でいただ

きました。

また、穴子、鯛にひきつづきぶりもい

ただきました。

今回は、正月料理の日にぶりの照り

焼きを出します。

おいしくたべてね♪


