
1群：たんぱく質 2群：カルシウム 3群：カロテン 4群：ビタミンC 5群：炭水化物 6群：油脂類

魚・肉・卵・大豆製品 牛乳・小魚・海藻 緑黄色野菜 淡色野菜・果物 穀類・いも類・砂糖 油脂類

厚揚げ・豚肉 牛乳 人参 玉ねぎ・もやし 米・麦 菜種油
赤みそ・ハム いんげん きゅうり・しめじ 春雨・砂糖 ごま油
小籠包 しょうが・にんにく でん粉 いりごま
黄粉・まぐろ 牛乳 人参 玉ねぎ・キャベツ パン・砂糖 菜種油
ウインナー ブロッコリー カリフラワー じゃがいも オリーブ油

トマト とうもろこし・にんにく マカロニ ココア
卵・鶏肉 牛乳 人参 えのきだけ 米・砂糖 菜種油
いか・豆腐 わかめ きぬさや ごぼう 花ふ
かまぼこ ねぎ 椎茸・かんぴょう ひなあられ
ベーコン 牛乳 人参 玉ねぎ パン オリーブ油
鶏肉 チーズ ブロッコリー とうもろこし じゃがいも

トマト にんにく 麦
さば・小豆 牛乳 かぼちゃ 玉ねぎ 米・麦
豆腐 わかめ ねぎ えのきだけ じゃがいも
合わせみそ 砂糖
さば・豚肉 牛乳 人参 もやし 米・麦 菜種油
豆乳・厚揚げ チンゲン菜 玉ねぎ じゃがいも
赤みそ・合わせみそ ねぎ ごぼう・しょうが 砂糖
豚肉 牛乳 人参 玉ねぎ・枝豆・ごぼう 米・麦 菜種油
まぐろツナ アスパラガス みかん・パイン・黄桃 じゃがいも エッグケアマヨネーズ

しょうが・にんにく カレールウ
鮭・米みそ 牛乳 人参 えのきだけ・もやし 米・麦 菜種油
卵・大豆 わかめ ピーマン 玉ねぎ・ねぎ 砂糖 いりごま
かまぼこ いりこ にんにく・しょうが アーモンド
鶏肉 牛乳 人参 キャベツ・白菜 パン 菜種油
ベーコン ブロッコリー 玉ねぎ・きゅうり 小麦粉・砂糖 オリーブ油

とうもろこし しんぐうハニー

牛肉・豆腐 牛乳 人参 とうもろこし 米・麦 菜種油
卵 ピーマン たまねぎ・えのきだけ 砂糖 ごま油
焼売 ほうれん草 しめじ・にんにく・しょうが でん粉 いりごま
鶏肉・ツナ 牛乳 人参・にら キャベツ・きゅうり パン・小麦粉 菜種油
卵 ブロッコリー 玉ねぎ・エリンギ 砂糖 オリーブ油

チンゲン菜 きくらげ スパゲティー バター・ごま油

豚肉・牛肉 牛乳 人参 玉ねぎ パン 菜種油
大豆・白いんげん豆 ヨーグルト ブロッコリー とうもろこし エッグケアマヨネーズ

赤いんげん豆

鶏肉 牛乳 人参 もやし・玉ねぎ 米・麦 菜種油
かまぼこ のり ほうれん草 えのきだけ 小麦粉・餅 ごま油

わかめ ねぎ ごぼう じゃがいも
あじ 牛乳 人参 キャベツ・玉ねぎ 米・麦 菜種油
豆腐・油揚げ わかめ ブロッコリー カリフラワー じゃがいも エッグケアマヨネーズ

合わせみそ ごぼう
たらこ・豚肉 牛乳 人参 キャベツ・玉ねぎ フォカッチャ 菜種油・大豆バター

豆乳 チーズ・豆乳クリーム 甘夏みかん じゃがいも オリーブ油
白いんげん豆 ヨーグルト きゅうり・枝豆 砂糖 エッグケアマヨネーズ

　※材料購入等の都合により、献立を変更することがありますので、ご了承ください。
　※献立内容などのお問い合わせがありましたら、学校へご連絡ください。(092-963-0085)
　※新宮町では、地産地消（住んでいる地域で作られた食材をその地域で消費すること）に取り組んでいます。
　 　給食で使用する食材は、なるべく地元で採れたものを使用しています。３月に使用する予定の主な食材の産地は次のとおりです。

ピーマン 熊本県・鹿児島県 白菜 熊本県・長崎県

さば （５日）青森県・岩手県他（８日）ノルウェー

あじ タイ・ベトナム
鮭 北海道・青森県・岩手県・宮城県

23 火 ○ タラモピザ

豆乳クリームシチュー
795 30.9 36.3甘夏サラダ

ヨーグルト（ソフール)

主な産地
大分県

熊本県・青森県
熊本県・福岡県

種類
根深ねぎ

主な産地
熊本県・福岡県・佐賀県

22 月 ○ 麦ごはん
あじフライ

834 27.4 26.6あたたかいポテトサラダ
みそ汁

19 金 ○
わかめ
ごはん

とり天
830 28.8 25.0磯香和え

団子汁

18 木 ○ ピタパン
チリコンカン

812 34.1 34.1ビーンズサラダ
ヨーグルト（バニラ）

16 火 ○
手作り

メロンパン

鶏ときのこの
795 28.5 29.9　　オイスターソースパスタ

キャベツとツナのサラダ

15 月 ○ 麦ごはん
プルコギ

819 33.5 23.6中華コーンスープ
焼売（２個）

11 木 ○ 丸パン
フライドチキン

793 34.1 33.3グリーンサラダ
コンソメスープ・しんぐうハニー

熊本県・佐賀県
熊本県・宮崎県

主な産地 種類
じゃがいも

人参
玉ねぎ

北海道
長崎県
北海道

25.9 29.3
フルーツポンチ

10 水 ○ 麦ごはん

鮭のホイル焼き（ちゃんちゃん焼き風）

767 34.6 20.8わかめスープ
元気豆

ごぼうサラダ9 火 ○ 麦ごはん
カレーライス

17

12 金 卒業式

主に体の調子を整える

ブロッコリーのサラダ
ミネストローネ

いか天ぷら

麦ごはん

すまし汁

小籠包（１個）

910

さばの香味焼き
824 29.8 28.2豚肉ともやしのピリ辛炒め

豆乳入りみそ汁

かぼちゃと小豆の煮物
さばホイル焼き

824 28.9 20.3

令和２年度３月分　予定献立表

新宮町立新宮東中学校

熱量

（kcal)

たんぱく

質

（ｇ）

脂肪

（ｇ）

812

849 31.5 25.1

主にエネルギーになる

使われている食品と体内での主な働き

キャロット
パン

お　か　ず

家常（ジャーチャン）豆腐

主に体の組織をつくる

836

二色揚げ
パン

ちらし寿司

ポテトのチーズ焼き
野菜と大麦のスープ

ひなあられ

804

みそ汁

8 月

金

給

食

日

5 ○ 麦ごはん

曜

 

日

牛

　

乳

パン

または

ごはん

4 木 ○

2 火 ○

3 水 ○

1 月 ○

○ 麦ごはん

春雨の甘酢和え

だいずもやし 古賀市 かぼちゃ 沖縄県

種類

もやし 福岡県・大分県 ねぎ 福岡県

ごぼう
チンゲン菜

キャベツ
きゅうり

にら

水 チャレンジ！！バランス弁当の日

34.7

31.3

35.4

28.6

26.3

29.6

給食目標：１年間の振り返りをしよう

今年の卒業お祝いデザートは「しんぐうハニー」です。

３年生最後の給食が、心に残るものでありますように。

【おしらせ】

３月５日、９日、１０日、２２日の献立は、１年生が

献立の原案を考えてくれました。栄養価と食材

の関係から、少し内容を変更して提供しますが、

どの日も、食べる相手の事を考えて、上手に献

立を考えることができています。

おたのしみに！！

去年からの新型コロナウイルスの影響で、「新しい生活様式」での

学校生活が定着していく中、３年生のみなさんは、もう今月で卒業ですね。

これから、みなさんが自分の食事をどうしようかと考える時に、

きっと「給食」は役に立つのではないかと思います。１食に食べる量、

料理の組み合わせなど、ぜひ、今後の食生活の参考にしてください。

３月は、１年間の振り返りを行う月です。給食を通して学んだことが

少しでも増えて、皆さんのこれからに活かされるとうれしいです。


