
2 3 4 5 6
ミニコッペパン　　牛乳

ペペロンチーノ

マーマレードジャム

エネルギー 610kcal 780kcal 620kcal 780kcal 610kcal 790kcal 680kcal 880kcal

あか

き

みどり

ごはん 牛乳

エネルギー 690kcal 890kcal 620kcal 810kcal 670kcal 870kcal 720kcal 930kcal 680kcal 880kcal

あか

き

みどり

ごはん 牛乳 ごはん 牛乳

エネルギー 670kcal 870kcal 610kcal 790kcal 720kcal 930kcal 600kcal 780kcal 640kcal 830kcal

あか

き

みどり

ごはん 牛乳　

エネルギー 700kcal 910kcal

あか

き

みどり

ごまだれにくだんご

たらさんぺいじる

ごもくにまめ

鱈    豆腐   肉団子   大豆   牛乳

小松菜には、カルシウムが豊富に含まれ
ています。

17

ウインナー　うずらの卵 鶏肉　牛乳

ごぼう  人参　 えのき

にくうどん　　牛乳

明日は、福島中学校の卒業式です。３年生のみな

さん卒業おめでとうございます。小６の皆さんは

一足早い卒業記念メニューです。昨年に引き続

き、町のお菓子屋さんに作っていただいたケーキ

が登場しまよ。

春分の日

ひじきには、骨や歯の形成を助けるカルシ
ウムが豊富なほか、腸の働きを助ける食物
繊維や血液の循環を正常に保つマグネシウ
ムもたくさん含まれています。

鶏肉　 牛乳　 脱脂粉乳 　ツナ

ほうれん草 　長ねぎ　キャベツ

ほっけのさいきょうやきとりにくのごまてりやき

三色ゼリー ふくじんづけ

そつぎょうきねんケーキ

ひじきのにもの

とりごぼうじる

あげパン　　　　　牛乳

10

くろまいごはん   　牛乳

20

チキンカレーの鶏肉には、もも肉が
使われています。もも肉は、炒め物
や煮物や揚げ物など様々な料理と相
性が良いのが特徴です。

ウインナー　鶏肉 　牛乳 豚肉  豆腐  鶏肉  牛乳 豚肉　かまぼこ  牛乳

ソフトフランスパン　　牛乳

ポトフは、ロシアを代表とする料理です
ね。具だくさんの野菜をコンソメ味のスー
プで煮ました。寒い冬にはぴったりな料理
です。

ごはん　こんにゃく　油　ごまパン　じゃが芋　油

人参 キャベツ 玉ねぎ ピーマン しめじ しめ
じ マッシュルーム  黄桃

ちゅうかどん

パン　ラーメン　油　ゼリー

白菜  人参 長ねぎ しめじ 玉ねぎ ほうれん
草

小松菜  人参 長ねぎ 玉ねぎ たけのこ 白菜
きくらげ

みかんゼリー

とりにくのトマトソースに はるまき

長ねぎ 玉ねぎ ほうれん草 もやし

今日で今年度の給食は終わりです。もっと
食べたかったメニューや苦手だったメ
ニューなど色々あったと思います。また来
年度の給食をお楽しみに！

長ねぎ　大根　人参　いんげん

ごはん じゃが芋

福島椎茸とこんぶのにもの

大豆　油揚げ 鯖　さつま揚げ　牛乳

今日は、塩ラーメンです。北海道の
３大ラーメンの一つです。ちなみに
北海道では、函館が有名ですね。

ほうれん草は、冬に旬な野菜です。ビタミ
ンＣの含有量は冬は夏場の３倍にもなると
いわれています。

人参   ごぼう  大根　いんげん  長ねぎ  ほ
うれん草  もやし

ごはん　油 パン 油

こまつなのみそしる

9  ＜小学生考案メニュー＞

ごはん　　　　　　牛乳

わかめ  昆布  豆腐  鶏肉  チーズ 牛乳 ベーコン ソーセージ ツナ　牛乳

チンゲンさいとにくだんごのスープ

つくね 　ベーコン 　牛乳

チーズタルト

油揚げ  ふのり  みそ  豚肉  えび  卵  牛乳わかめ　豆腐　豚肉 　鶏肉  牛乳

わふうきんぴらつつみやき

ミニコッペパン　　牛乳

ごはん　じゃが芋　油

大根 　人参 　洋梨

18

パン 油　こんにゃく

けんちんじる しおラーメンポトフ

19

人参  玉ねぎ ブロッコリー コーン 福神漬

みかんには、ビタミンCが豊富に含
まれます。２個食べると１日に必要
なビタミンCを豊富に摂ることがで
きます。

チンゲン菜を買う時は、葉脈がはっ
きりしていてきれいな物を。切り口
はみずみずしく、幅広で肉厚な物を
選ぶようにしましょう。

えのき  なす ピーマン 人参

豆腐   わかめ   みそ  卵  豚肉  牛乳

1312＜卒業記念メニュー＞

ごはん   タルト　油

福島町学校給食センター

木水

ブルーベリーヨーグルト

火 金

ごはん   　　　　　牛乳

長ねぎ  玉ねぎ  たけのこ  みかん

ごはん　油　ごま油 パン　スパゲティ 油 バター マーマレード

豚肉   油揚げ   なると  牛乳

鱈は、魚編に「雪」という漢字を書きま
す。漢字からもわかるように冬を代表する
魚ですね。身が淡泊なので、油とも相性が
良く、フライやから揚げにしてもおいしい
ですね。

ごはん じゃがいも こんにゃく

大根  人参  長ねぎ  ごぼう

今日の給食のマーボー茄子ピーマンは、12月に授業で

福島小学校の5,6年生の皆さんが考えたメニューです。

福島町で採れる食材で給食メニューを考えようという

テーマでお楽しみに。

ようふうおでん チキンカレーおこのみあげ

令和元年度 3　月
が つ

　給
きゅう

　食
し ょ く

　献
こ ん

　立
だ て

　表
ひょう

献立

今日は、皆さんお楽しみの揚げパン
です。お楽しみに！

えのき  白菜  ほうれん草  長ねぎ  キャベツ
人参  コーン

キャベツ  玉ねぎ 人参 ごぼう  赤ピーマン
大根  水菜

栄養
メモ

月

鶏肉  油揚げ みそ ほっけ さつま揚げ　牛乳

ごはん　こんにゃく　油 うどん　お好み揚げ　ケーキ

栄養
メモ

北海道では、真昆布、羅臼昆布、利
尻昆布、日高昆布などの種類があり
ます。福島町で主に採れる昆布は真
昆布です。

ごぼうには、水溶性食物繊維（イヌ
リン）が豊富に含まれています。

たまごやき

なすとピーマンのマーボーいため

16

ごはん　油

献立

とうふのみそしる

11

献立

献立

栄養
メモ

23

さばのしょうがしょうゆやき

ごじる

ほうれんそうのごまあえおうとう

栄養
メモ

＜ １年間ありがとうございました ＞
今年度の給食は２３日(月)で終了です。

今年度の給食はいかがでしたか？

また食べたい！と思うメニューや、ちょっと苦手

だったメニューもあったかと思います。

次年度も、みなさんが安全・安心な給食を食べられ

るように給食センタースタッフ一同協力してまいり

ます。

次年度もよろしくお願いいたします。



　　今年度
こんねんど

も残
のこ

すところあと1か月
げつ

となりました。今年度
こんねんど

の給食
きゅうしょく

はいかがでしたか？

　　これまでの給食
きゅうしょく

時間
じ か ん

をふりかえって、今年
こ と し

1年間
ねんかん

の給食
きゅうしょく

時間をふりかえってみましょう。

　最近
さいきん

、新型
しんがた

のコロナウイルスが猛威
も う い

を振
ふ

るっています。

 以前
いぜん

の食育
しょくいく

だよりでもお知
し

らせしましたが、食事
しょくじ

前
まえ

には手洗
てあら

いやうがいを心
こころ

がけましょう。

しいたけ こんぶくろまい

こんげつ ふくしまちょう しょくざい

あつあ こんぶ もの

～ 今月の福島町の食材 ～

＜手洗い・うがいをしましょ


