
　 ３月 大和高田市学校給食献立表
　　

おもに体の調子をととのえる 蛋白質

たんぱく質 無機質 ビタミン類 炭水化物 脂質 kcal g

いわしの生姜煮 いわし 牛乳 白菜　こまつ菜　大根 米 ごま

白菜と小松菜のごまあえ ぶた肉 にんじん　青ねぎ　しょうが こんにゃく 612 22.3
豚汁 油あげ　みそ

ポトフ とり肉 牛乳 玉ねぎ　大根　にんじん パン 米油

フランクフルト 三度豆　チンゲン菜　コーン じゃがいも 657 24.4
きな粉 グラニュー糖

チキントマト煮 とり肉　ぶた肉 牛乳 玉ねぎ　トマト　しめじ 米　マカロニ オリーブ油

春色サラダ　／　豆乳汁 とうふ　豆乳　みそ キャベツ　にんじん　黄パプリカ でんぷん ドレッシング 727 27.7
ひなまつりゼリー 油あげ　かつおぶし 三度豆　大根　青ねぎ さとう　ゼリー

みそバターラーメン ぶた肉 牛乳 キャベツ　もやし　玉ねぎ パン　中華めん バター　米油

しゅうまい にんじん　コーン　青ねぎ ジャム ごま油 644 25.0
豆乳　みそ にんにく　しょうが　こまつ菜

カレーライス とり肉 牛乳 玉ねぎ　にんじん　大根 米　麦 米油

大根サラダ ヨーグルト ほうれん草　トマト　りんご じゃがいも カレールウ 674 20.4
ヨーグルト にんにく ドレッシング

★とびうおフライ とびうお　とり肉 牛乳 キャベツ　きゅうり　大根 米　 米油

すだちあえ とうふ　油あげ　 赤パプリカ　にんじん　ごぼう こんにゃく 644 26.7

みそけんちん汁 ／ ★果汁グミ みそ 干ししいたけ　すだち さとう　グミ

フルーツサンド ぶた肉　ツナ 牛乳 大豆もやし　きゅうり　玉ねぎ パン　じゃがいも 米油

もやしときゅうりのツナ和え 大豆 にんじん　ピーマン　エリンギ さとう バター　 642 26.9
ポークビーンズ トマト　パイン　黄とう　みかん　 ホイップクリーム

油麩(ふ)のたまごとじ 牛肉　とり肉 牛乳 玉ねぎ　えだ豆　にんじん 米　すいとん オリーブ油

いかにんじんマリネ するめ 大根　白ねぎ　しめじ　 ふ　でんぷん 624 23.7
ひっつみ汁 たまご　 干ししいたけ さとう

ブラウンシチュー とり肉　 牛乳 玉ねぎ　にんじん　三度豆 パン　 オリーブ油

シャキシャキサラダ 大豆 チーズ マッシュルーム　トマト じゃがいも マヨネｰズ(タイプ) 704 27.3
スライスチーズ ごぼう　れんこん ごま

かき揚げ たまご　 牛乳 かぼちゃ　玉ねぎ　ごぼう 米　麦　小麦粉 米油

ごもく豆 大豆　とうふ ちりめんじゃこ たけのこ　にんじん　 さつまいも　でんぷん 681 24.5
かきたま汁 わかめ えのきたけ　ほうれん草 こんにゃく　さとう

さばのみそ煮 さば　 牛乳 白菜　ほうれん草　大根 米　さといも

おかか和え とうふ　 こまつ菜　にんじん　 こんにゃく　でんぷん 621 24.0
のっぺい汁 みそ　かつおぶし 干ししいたけ さとう

ハンバーグきのこソースかけ ハンバーグ 牛乳 しめじ　エリンギ　にんじん メロンパン　 ドレッシング

いろどりサラダ とり肉　ツナ キャベツ　きゅうり　コーン でんぷん 613 27.8
オニオンスープ 玉ねぎ　三度豆 さとう

 ※ 栄養価（エネルギー、たんぱく質）は平均値を記載しています。 * 『麦』…麦入りごはんを　 『減』…減量パンまたは減量ごはんを表しています。

 ※ 都合により給食内容を変更することがあります。 * 『マヨネーズ(タイプ)』は、鶏卵を含まないマヨネーズ風味のドレッシングです。
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 食　べ　物　の　は  た  ら  き 栄養価

日 おもに体をつくるもとになる おもにエネルギーのもとになる

ひなまつり 

減 

 ひしもちを横から見ると、緑色、 

白色、桃色の三色がきれいな層に 

なっています。緑は新芽の色、白 

は雪の色、そして、桃色は桃の花 

の色を表しているそうです。 

 

減 

エネルギー  

麦 

カミカミデ  ー

  【東北地方の郷土料理を知ろう！】 

  ～ ３月１０日の献立を紹介します ～ 

  

    小麦粉に含まれるグルテンを練り上げて棒状にし、油で揚 

げたものです。フランスパンのような形をしていますが、薄く切っ 

て煮物に使うことが多いようです。宮城県、岩手県の郷土料理です。 
 

あぶらふ 

油 麩 

 １０年前の東日本大震災により、東北地方は甚大な被害に見舞われました。そして、 

つい先頃も大きな揺れがあり、当地に住まわれる方々のご無事を願うばかりです。 

 3月10日の給食は、『郷土料理を通して、その料理が受け継がれてきた風土や歴史、 

くらしなど、東北地方のことを知ろう！』というテーマで作成された献立です。お子 

さんから給食の感想を聞いたり、最近のニュースから探してみたり、身近なところか 

ら触れてみましょう。 

  

      「手でちぎる」という意味があります。小麦粉に水を 

加えてよく練り、“ひっつみ”ながら汁の中に落として煮ます。 

岩手県の郷土料理です。“すいとん”のなかまのようですね。 

ひっつみ 

 

        細切りにした“するめ”とにんじんを 

調味液に漬け込む福島県の郷土料理です。給食では調味液 

に酢とオリーブ油を加え、少しアレンジした味付で提供し 

ます。 
 

いかにんじん 

 いよいよ今年度の最終の月となりました。６月途中から給食がスタートするなど、 

いろんな制約に戸惑いを感じることもあったでしょうか。今のクラスで給食を食べ 

る日も残りわずかです。思い出に残る楽しい時間となりますように。そして、給食 

を通して感じたこと、家の食事で感じたことなどを振り返ってみましょう。 

 ｶﾐ  
 ｶﾐ  

麦 

 「桃の節句」や「上巳の節句」とも言い、ひな 

人形や桃の花を飾り、女の子の健やかな成長と幸 

せを願う日とされてきました。 

 行事食としては、ちらしずし、はまぐりの潮汁、 

ひなあられ、ひしもちなどがあげられます。 

 もも     せ っ く  じょうし      せ っ く 


