
佐賀市中部学校給食センター

　　 　　　　 　 　

1群 2群 3群 ４群 5群 6群

肉・魚・卵 牛乳・小魚 穀物・イモ類

豆・豆製品 海藻類 砂糖

ご飯 牛乳 牛乳 米,強化米

鮭の粉チーズ焼き サケ チーズ パン粉 マーガリン,マヨネーズ

彩り野菜とキャベツのミンチカツ 彩り野菜とキャベツのミンチカツ 油

ほうれん草のソテー ハム ほうれん草 もやし 油

洋風スープ ウィンナー 人参 玉葱

ご飯 牛乳 牛乳 米,強化米

豚肉の五目炒め 豚肉 青ピーマン,人参 椎茸,たけのこ 砂糖 油

春巻き パリパリの春巻 油

大根の煮物 厚揚げ 人参,いんげん 大根 こんにゃく,砂糖 油

もずくスープ もずく えのき

ご飯 牛乳 牛乳 米,強化米

さんまかぼすレモン煮 さんまかぼすレモン煮

五目豆 大豆,丸天 人参 こんにゃく,砂糖 油

肉豆腐 牛肉,豆腐 人参 白菜,白ねぎ,椎茸 こんにゃく,砂糖 油

わかめと玉ねぎの味噌汁 米みそ,合わせ味噌 わかめ こねぎ 玉葱

1食黒糖ビーンズ 黒糖ビーンズ

ご飯 牛乳 牛乳 米,強化米

ハヤシソース 牛肉 玉葱,マッシュルーム,グリンピース 砂糖 マーガリン

マカロニサラダ ハム 人参 玉葱,きゅうり マカロニ マヨネーズ

手作りゼリー・イチゴ添え いちご ゼリーの素(クール)

ジャージャー麺 牛乳 牛乳 中華めん 油

ジャージャー麺(汁) 豚肉,牛肉,赤だしみそ 玉葱,椎茸 砂糖 胡麻油

いか天ぷら いか天ぷら 油

白菜の塩ダレ炒め ウィンナー こまつな 白菜,しめじ,コーン 油

ご飯 牛乳 牛乳 米,強化米

デミグラスソースハンバーグ ハンバーグ 玉葱 油

白身魚フリッター 白身魚フリッター 油

野菜のﾍﾟﾍﾟﾛﾝﾁｰﾉ炒め ウィンナー ほうれん草 黄パプリカ 油

グリーンサラダ ハム 人参 キャベツ,きゅうり フレンチドレッシング

手作りオレンジゼリー ゼリーの素(ｵﾚﾝｼﾞ)

ご飯 牛乳 牛乳 米,強化米

豚の生姜焼き 豚肉 玉葱 砂糖 油

もやし炒め にら もやし,きくらげ 油

春雨の炒め物 ハム 人参 椎茸 春雨 油

かきたま汁 卵 人参,こねぎ 玉葱

ご飯 牛乳 牛乳 米,強化米

鯖のカレー揚げ サバ 油

牛ごぼうのしぐれ煮 牛肉 ごぼう 砂糖 胡麻油

南瓜のそぼろあん 豚肉 栗かぼちゃ 砂糖

すまし汁 人参 玉葱,えのき

ご飯 牛乳 牛乳 米,強化米

白身魚フライ 白身魚フライ 油

1食タルタルソース タルタルソース

プレーンオムレツ プレーンオムレツ

小松菜のおかか和え 削りぶし こまつな コーン 砂糖

豚汁 豚肉,厚揚げ,米みそ 人参 大根,ごぼう こんにゃく
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☆都合により、献立内容が変更になることがあります。

784kcal

857kcal

856kcal

868kcal

建国記念の日

献立名

817kcal

782kcal

体の組織を作る 体の調子を整える エネルギーになる

アレルギー


緑黄色野菜 
その他の野菜・果物

栄養価
エネルギー

788kcal

865kcal


脂質

1
火

2
水

3
木

4
金

日

令和4年2月学校給食献立表

てっちゃん

カルちゃん

お箸・スプーン・

フォークは各自で

持参してください。

アレルギー表示記号

食物アレルギー対応食の提供については、魚介

類、甲殻類、果物類のみ対応しております。提

供にあたっては、申請書の提出や学校も交えた

面談等、事前の手続きが必要です。詳細は給食

センターへお問い合わせください。

TEL 0952-71-8090

食物アレルギー対応食について2月の給食目標

望ましい食習慣について

考えよう

旬の食材

いか、大根

白菜、青梗菜

節分献立

カルちゃん

…落花生…エビ…牛乳・乳製品 …大豆…小麦 …卵 …カニ …そば



1群 2群 3群 ４群 5群 6群

肉・魚・卵 牛乳・小魚 穀物・イモ類

豆・豆製品 海藻類 砂糖

献立名

体の組織を作る 体の調子を整える エネルギーになる

アレルギー


緑黄色野菜 
その他の野菜・果物

栄養価
エネルギー


脂質

日

ご飯 牛乳 牛乳 米,強化米

ポークビーンズ 豚肉,ミックスビーンズ 人参,トマト 玉葱 じゃがも,砂糖 油

大根のコンソメ煮 ベーコン 大根

ありた熟チキンカツ ありた熟チキンカツ 油

ラビオリスープ ラビオリ 人参,パセリ セロリ

ご飯 牛乳 牛乳 米,強化米

油淋鶏(ユーリンチー) 鶏肉 こねぎ 砂糖 油,胡麻油

蒸し餃子 ギョーザ

焼きビーフン 人参,青ピーマン 玉葱,たけのこ ビーフン 油

青梗菜のスープ ちくわ 青梗菜,人参

ご飯 牛乳 牛乳 米,強化米

ロイヤルカツ ロイヤルカツ 油

野菜の麻婆煮 豚肉,厚揚げ,赤だしみそ 人参 なす,大ねぎ,椎茸 砂糖 油

はんぺんスープ はんぺん ほうれん草

中華風ピラフ 牛乳 ウィンナー,ふんわり卵そぼろ 牛乳 ミックスベジタブル 玉葱 米,強化米 胡麻油,マーガリン

肉団子の甘酢ソース ミートボール 青ピーマン 玉葱,赤パプリカ,椎茸 砂糖 油

野菜のじゃこ炒め 油揚 ちりめんじゃこ こまつな 砂糖 いりごま,胡麻油

ジャーマンポテト ベーコン 玉葱 じゃがいも 油

わかめスープ 豆腐 わかめ えのき

釜揚げうどん 牛乳 牛乳 うどん麺 油

うどんつゆ 鶏肉 わかめ こねぎ 砂糖

野菜かき揚げ 野菜かき揚げ 油

えび焼売 ジャンボえびしゅうまい

野菜の生姜炒め 豚肉 人参 白菜,玉葱 サラダ油

コッペパン 牛乳 牛乳 コッペパン

チョコクリーム フラワークリームチョコ

鶏肉とほうれん草のグラタン 鶏肉
スキムミルク,北海道
シュレッドチーズ ほうれん草 黄パプリカ,玉葱,マッシュルーム マカロニ 油,マーガリン

魚の香草フライ 白身の魚香草フライ 油

ブロッコリーのソテー かに風味かまぼこ ブロッコリー 油

オニオンスープ ベーコン 人参,パセリ 玉葱

ご飯 牛乳 牛乳 米,強化米

キーマカレー 牛肉,豚肉 人参 玉葱,リンゴピューレ マーガリン,油

ごぼうサラダ ハム ごぼう,きゅうり,コーン 焙煎ごまドレッシング

手作りグレープフルーツゼリー ゼリーの素（ｸﾞﾚｰﾌﾟﾌﾙｰﾂ）

ご飯 牛乳 牛乳 米,強化米

えびと厚揚げのチリソース えびフリッター,厚揚げ 玉葱 砂糖 油

五目包子 五目包子

中華炒め 牛肉 こまつな,人参 油

中華スープ 人参,こねぎ 玉葱

ご飯 牛乳 牛乳 米,強化米

甘辛炒め(ｼｼﾘｱﾝﾗｲｽ用) 牛肉 玉葱 サラダ油

茹で野菜(ｼｼﾘｱﾝﾗｲｽ用) 人参,青ピーマン キャベツ

（1食マヨネーズ） マヨネーズ

炒り卵 ふんわり炒りたまご グリンピース

春雨スープ ちくわ 大ねぎ 春雨

21
月

22
火

24
木

25
金

28
月

23
水

817kcal

688kcal

815kcal

756kcal

714kcal

天皇誕生日

915kcal

844kcal

798kcal

827kcal

1５
火

1６
水

1７
木

1８
金

☆衛生管理には十分注意をして、温かいものは温かく、冷たいものは冷たいままの状態で配送いたします。

☆給食費（1食250円）の中に牛乳代は含まれていません。

☆栄養価は牛乳を含めたエネルギー量です。

☆給食の準備・片付けについて☆

・食べ残しは、そのままの状態で返却してください。

・ソース、ふりかけ、牛乳のストローなどの袋、つまようじは、クラスに配るゴミ袋に入れてください。

てっちゃんカルちゃん


