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月の学校給食献立予定表
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キーマカレー 牛肉 牛乳 人参 玉ねぎ　　キャベツ ナン　じゃが芋 油

○ レモンドレッシングサラダ 豚肉 トマト　ピーマン きゅうり　コーン 小麦粉　砂糖 オリーブ油 702

ナン 大豆 パプリカ レモン　にんにく　生姜 （ゼリー）

竹輪の磯辺揚げ（2個） 鶏肉 牛乳 人参 大根 米 油

○ 紅白なます 竹輪 　豆腐 あおさ かいわれ大根 ごぼう　椎茸 砂糖　小麦粉 701

ちらし寿司 花麩のすまし汁 えのき茸 でんぷん　麩

和風スパゲティ ベーコン 牛乳 小松菜 玉ねぎ　キャベツ ミルククレセントロール 亜

○ ツナサラダ ツナ 人参 きゅうり　しめじ　椎茸 スパゲティ オリーブ油 710

ミルククレセントロール パプリカ エリンギ　にんにく　レモン 砂糖

鯖（さば）ホイル焼き 鯖（さば）ホイル焼き 牛乳 人参 大根　キャベツ 米（岡垣産） 油

○ ゆかり和え　けんちん汁 豆腐 ひじき 水菜　　ねぎ きゅうり　えのき茸 里芋　でんぷん 753

岡垣産ご飯 鶏肉 しそ 椎茸　（　いちご　） こんにゃく

チキン南蛮・一食タルタルソース 鶏肉 牛乳 ねぎ キャベツ　　白菜 米　　麦 タルタルソース

○ 即席漬け　みそ汁 みそ 水晶昆布 人参 玉ねぎ　きゅうり じゃが芋　でんぷん 油 752

麦ご飯 油揚げ しめじ　生姜　にんにく 小麦粉　砂糖　（ケーキ）

白身魚の菜の花焼き ホキ　鶏肉 牛乳 菜の花 キャベツ　　玉ねぎ　白菜 ねじりパン マヨネーズ

○ チキンサラダ　豆と野菜のスープ ベーコン　白いんげん 人参　　豆苗 セロリー　コーン　きゅうり じゃが芋　砂糖 油 722

ねじりパン ひよこ豆　レンズ豆 パプリカ （レモン　みかん　もも） パン粉　（白玉餅）

肉うどん 牛肉 牛乳 ほうれん草 玉ねぎ 米 油

○ ごま和え かまぼこ ひじき 人参 キャベツ　椎茸 うどん ごま 709

梅ひじきご飯
（少なめ）

ねぎ もやし　梅干し 砂糖

ハンバーグ・ボイルキャベツ ハンバーグ 牛乳 小松菜 キャベツ 柏型パン 油

○ 小松菜とコーンのスープ ベーコン スライスチーズ 人参 玉ねぎ　コーン 砂糖 779

柏型パン スライスチーズ パプリカ しめじ

ジャージャン豆腐 厚揚げ　牛肉 牛乳 人参 きゅうり　キャベツ 米　　麦 油

○ 揚げ餃子（2個） 卵　豚肉　みそ パプリカ たけのこ　　椎茸 砂糖 863

麦ご飯 中華サラダ（卵入り） 餃子　焼き豚 枝豆　生姜

じゃが芋と鮭の豆乳グラタン 鮭（さけ） 牛乳 パプリカ 玉ねぎ　　キャベツ パインパン 油

○ パプリカのマリネ 豆乳　ツナ チーズ 人参　パセリ きゅうり　しめじ じゃが芋　小麦粉 マーガリン 828

パインパン ラビオリ入り野菜スープ 鶏肉　ベーコン 豆苗 レモン　 ラビオリ　砂糖

鰆（さわら）の塩焼き 鰆（さわら） 牛乳 小松菜 キャベツ 米 ごま

○ 小松菜の千草和え かまぼこ　豆腐 わかめ 人参 えのき茸 砂糖 油 709

白ご飯 ゆばのすまし汁 油揚げ　ゆば ねぎ

春キャベツ入りポトフ 鶏肉　ベーコン 牛乳 人参 キャベツ キャロットパン 油

○ 和風サラダ ウインナー ひじき パプリカ 玉ねぎ　きゅうり じゃが芋 703

キャロットパン ツナ 糸寒天 もやし 砂糖

木の葉丼 卵　かまぼこ 牛乳 アスパラガス 玉ねぎ 米 マヨネーズ

○ 切り干し大根マヨネーズ和え 油揚げ 人参 キャベツ　きゅうり 発芽玄米 731

発芽玄米ご飯 鶏肉 三つ葉 椎茸　　切り干し大根 砂糖

カレー肉じゃが 豆腐 牛乳 人参 玉ねぎ　大根 米 油

○ ししゃもフリッター（2尾） 牛肉　大豆 ししゃもフリッター ねぎ えのき茸 じゃが芋　砂糖 855

白ご飯 みそ汁 みそ わかめ 枝豆 しらたき

ペンネボロネーゼ 牛肉 牛乳 人参 玉ねぎ　　キャベツ ミルクねじりパン 油

○ 春キャベツのチーズサラダ 豚肉 チーズ トマト きゅうり　にんにく ペンネ オリーブ油 802

ミルクねじりパン パプリカ マッシュルーム　生姜 砂糖

鶏と大豆とごぼうの揚げからめ 鶏肉　大豆 牛乳 小松菜 キャベツ　もやし 米　　麦 油

○ お浸し　みそ汁 豆腐　油揚げ 人参 玉ねぎ　ごぼう　枝豆 じゃが芋　でんぷん ごま 784

麦ご飯 いちごゼリー みそ　かつお節 ねぎ えのき茸　生姜 砂糖　ゼリー
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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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主　　な　　材　　料　　と　　体　　内　　で　　の　　働　　き

おもに体の組織をつくる（赤のグループ）

　☆　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。

岡垣町中学校給食センター

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）
献　　立　　名
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曜
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今月使用予定の地場産（岡垣町周辺）食材

米 キャベツ かいわれ大根 小松菜 椎茸 水菜 いちご

ほうれん草 豆苗 ねぎ アスパラガス トマト

毎月１９日は「食育の日」

※ 竹輪・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。

おいしいよ 文化にふれる 行事食 岡垣中学校 ３年 山形 友誉 さん

人と人 心をつなぐ いただきます 岡垣中学校 ２年 高良 菜乃春 さん

岡垣町イメージキャラクター
びわりん＆びわすけ

☆お知らせ☆

卒 業 式

給食に関する標語
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。

ひなまつりにちなんだ献立

※「食」を通して私たちは栄養素を体に取り入れると同時に「文化」や「人と人とのつながり」も味わっています。そのことに気づかせて

くれる素晴らしい標語をありがとうございました。また、今年度頂いた標語は次年度の紙面でご紹介していきますので、お楽しみに！

３/１（月）と３／４（木）～３／８（月）は3年生のみプラスαした「3年生スペシャルメニュー」をお届けします。

また３年生のみなさんの希望メニュー（ゴシック文字）をなるべく取り入れています。

残り少ない中学校での給食が楽しい時間であるよう願っています。

３年生「フルーツポンチ」追加

３年生「ミニケーキ」追加

３年生「いちご（1個）」追加

３年生「さくらんぼゼリー」追加

岡垣産夢つくし


