
令和２（２０２０）年

月の学校給食献立予定表

（基本）

主食
牛
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６群
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（㎉）

焼き鳥風煮 鶏肉 牛乳 ねぎ 玉ねぎ 米 油

○ じゃが芋のみそ汁 竹輪　豆腐 人参 しめじ じゃが芋　砂糖 741

白ご飯 みそ　油揚げ 白ねぎ でんぷん

ミネストローネ ベーコン 牛乳 トマト キャベツ　玉ねぎ ねじりパン 油

○ チーズ入りサラダ 白いんげん チーズ パプリカ きゅうり　　セロリ じゃが芋　ペンネ 702

ねじりパン ぶどうゼリー パセリ マッシュルーム ぶどうゼリー

汁ビーフン 豚肉 牛乳 人参 キャベツ　玉ねぎ　椎茸 米　　麦 油

○ 豚肉とキャベツのみそ炒め 鶏肉 ピーマン もやし　エリンギ　きくらげ ビーフン 726

麦ご飯 （水巻でかにんにく入り） みそ にら 水巻でかにんにく 砂糖

きびなごの南蛮漬け 豆腐 牛乳 かいわれ大根 玉ねぎ 米　　麦 油

○ もずく入りかき卵汁 卵 きびなご 人参　　ピーマン えのき茸 砂糖 762

麦ご飯 ふりかけ かまぼこ もずく パプリカ でんぷん

ジャージャー麺 牛肉 牛乳 人参 玉ねぎ　たけのこ ミルククレセントロール 油

○ 三色ナムル 豚肉 ねぎ キャベツ　もやし　椎茸 平麺ビーフン 719

ミルククレセントロール みそ きゅうり　生姜　にんにく 砂糖

シューマイ（２個） シューマイ 牛乳 人参 きゅうり　キャベツ 米 油

○ 糸寒天のサラダ 鶏肉 糸寒天 ねぎ 玉ねぎ　えのき茸 砂糖 709

白ご飯 中華風冬瓜（とうがん）スープ わかめ パプリカ 冬瓜　きくらげ　生姜 でんぷん

チリコンカン ウインナー 牛乳 人参 玉ねぎ　キャベツ 背割りパン 油

○ 焼きウインナー ベーコン　大豆 トマト コーン　しめじ 小麦粉 765

背割りコッペパン 野菜スープ 牛肉　豚肉 豆苗 セロリ　にんにく 砂糖

中華丼 豚肉 牛乳 人参 キャベツ 米　　麦 油

拌三糸（バンサンスー） かまぼこ 絹さや 玉ねぎ　　きゅうり 春雨　砂糖 710

麦ご飯 焼き豚 もやし　　椎茸 でんぷん

茄子とズッキーニのカレー 牛肉 牛乳 人参 玉ねぎ　茄子　にんにく 米　　麦 油

○ フルーツ＆ゼリー トマト 生姜　ズッキーニ　りんご じゃが芋　小麦粉 マーガリン 868

麦ご飯 ピーマン みかん　もも　パイン ゼリー

鯖（さば）の竜田揚げ 鯖（さば） 牛乳 小松菜 キャベツ 米 油

○ 三色和え 豆腐 わかめ かいわれ大根 えのき茸 でんぷん 753

白ご飯 すまし汁 かまぼこ 人参 砂糖　麩

鶏肉のハニーマスタード焼き 鶏肉　ベーコン 牛乳 人参 キャベツ　　きゅうり ワンローフパン 油

○ コーンサラダ 白いんげん パプリカ コーン　玉ねぎ いちごジャム　じゃが芋 718

ワンローフパン・いちごジャム 豆と野菜のスープ ひよこ豆　レンズ豆 パセリ セロリ　レモン はちみつ　砂糖

焼きうどん 豚肉 牛乳 人参 キャベツ　玉ねぎ 米 アーモンド

○ 根菜とナッツのサラダ かまぼこ わかめ ねぎ きゅうり　もやし うどん ピーナッツ 725

わかめご飯（少なめ） かつお節 ごぼう　れんこん マヨネーズ　油

　　鰺（あじ）のレモン塩焼き 鰺（あじ） 牛乳 ねぎ 茄子　　玉ねぎ 米（岡垣産） 油

○ 大豆の磯煮 大豆　さつま揚げ ひじき パプリカ 枝豆　コーン 砂糖 713

岡垣産ご飯 秋茄子のみそ汁 豆腐　油揚げ　みそ 人参 レモン こんにゃく

ペンネアラビアータ ベーコン 牛乳 トマト 玉ねぎ　キャベツ　茄子 ミルクねじりパン 油

○ チップスサラダ 牛肉 パプリカ きゅうり　にんにく　生姜 ペンネ　砂糖 オリーブ油 747

ミルクねじりパン 豚肉 マッシュルーム　レモン ポテトチップス

鮭（さけ）の塩焼き 鮭（さけ） 牛乳 南瓜 キャベツ 米 油

○ 梅肉和え 豆腐 人参 玉ねぎ　きゅうり 砂糖 706

白ご飯 南瓜のみそ汁 油揚げ　みそ ねぎ 梅干し

鶏とごぼうと大豆の揚げからめ 鶏肉　大豆 牛乳 人参 キャベツ 米 油

○ 即席漬け 豆腐　ゆば 水晶昆布 ねぎ ごぼう　きゅうり でんぷん 722

白ご飯 ゆばのすまし汁 かまぼこ わかめ えのき茸　生姜 砂糖

ホキのマヨネーズ焼き ホキ 牛乳 小松菜 玉ねぎ　キャベツ 米粉パン 油

○ チキンサラダ ひよこ豆　鶏肉 パプリカ　人参 きゅうり パン粉 マヨネーズ 715

米粉パン 小松菜のスープ ベーコン パセリ しめじ　レモン 砂糖

牛肉 牛乳 人参 玉ねぎ 米 油

○ 肉じゃが （福岡県産和牛） わかめ いんげん もやし　きゅうり じゃが芋　砂糖 ごま 746

白ご飯 酢の物 キャベツ　　椎茸 しらたき

キーマカレー 牛肉　豚肉 牛乳 人参 玉ねぎ　きゅうり ナン 油

○ ひじき入りサラダ 大豆 ひじき トマト　ピーマン 大根　にんにく じゃが芋　砂糖 オリーブ油 700

ナン ツナ 水菜 生姜　レモン 小麦粉

　☆　食材の都合により献立の一部が変更になることがあります。

おもに体の調子を整える（緑のグループ） おもにエネルギーになる（黄のグループ）
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　☆　　　　　　　は、地場産の食材を使用する予定です。

　☆　米は遠賀郡産の｢夢つくし」です。月に１回は岡垣産を使います。
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今月使用予定の地場産（岡垣町周辺）食材

米 ねぎ きゅうり 椎茸 水巻でかにんにく かいわれ大根

ピーマン パプリカ 冬瓜 豆苗 茄子 南瓜 小松菜 水菜

毎月１９日は「食育の日」

※ かまぼこなどの練り製品・ハムなどの肉加工品・マヨネーズは

卵の入っていない製品を使用しています。

給食に関する標語 はいぜんで 給食ともに 笑顔運ぶ 岡垣中学校 ２年 中島 綾耶 さん

給食を 食べるとみんな 元気の子 岡垣中学校 ３年 平井 鈴夏 さん

岡垣中学校のみなさんから寄せら

れた標語を、毎月紹介しています。

※衛生に配慮した「新しい生活様式」での給食時間にも慣れましたか？ 会話をしながら食べる事はできませんが

ほっと笑顔になれる時間だといいですね。体育会でも実力を発揮できるよう、食の面からサポートします。

「岡垣町イメージキャラクター
びわりん＆びわすけ」

岡垣産夢つくし

福岡県産和牛使用

体育会代休

※ 今月は、みかんジュースが３回つきます。

遠賀郡味めぐり 「水巻町」

９／２４ 東中
中間考査１日目のため
給食中止


