
令和３（２０２１）年

月の学校給食献立予定表

主食
牛
乳

副食 １群
（魚、肉、卵、豆、豆製品）

２群
（牛乳、小魚、海藻）

３群
（緑黄色野菜）

４群
（その他の野菜、果物）

５群
（穀類、いも類、砂糖）

６群
（油脂） （㎉）

照り焼きチキン 鶏肉 牛乳 ねぎ キャベツ　玉ねぎ 米 マヨネーズ

○ コールスロー 豆腐　みそ パプリカ コーン　えのき茸 砂糖 735

白ご飯 豆腐と玉ねぎのみそ汁 油揚げ 人参 生姜　レモン でんぷん

＊焼きそば風スパゲティ 豚肉 牛乳 人参 キャベツ　　玉ねぎ 食パン　りんごジャム 油

○ 和風サラダ かつお節 わかめ ねぎ もやし　きゅうり スパゲティ 700

食パン・りんごジャム いちご ツナ パプリカ いちご 砂糖

＊塩から揚げ（２個） 鶏肉　豆腐 牛乳 人参 たけのこ　　キャベツ 米 油

○ ごま和え 油揚げ ねぎ きゅうり　もやし　枝豆 でんぷん　麩 ごま 749

たけのこご飯 すまし汁 かまぼこ えのき茸　生姜　にんにく 砂糖

セルフハンバーガー ハンバーグ 牛乳 人参 キャベツ ミルク柏型パン 油

○ (＊ハンバーグ・ボイルキャベツ) ベーコン　白いんげん 豆苗 白菜 　  玉ねぎ じゃが芋 741

ミルク柏型パン 豆と野菜のスープ ひよこ豆　レンズ豆 パプリカ セロリ 砂糖

春野菜のうま煮 ししゃも　豆腐 牛乳 人参 キャベツ 米 油

○ 焼きししゃも（２尾） 厚揚げ　鶏肉 ししゃも ねぎ ふき　  　ごぼう じゃが芋　砂糖 732

＊白ご飯 わかめとキャベツのみそ汁 油揚げ　みそ わかめ えのき茸　椎茸 こんにゃく

＊カレー 牛肉 牛乳 人参 玉ねぎ　にんにく 米　 　麦 油

○ フルーツヨーグルト和え ヨーグルト トマト 生姜　りんご じゃが芋 マーガリン 875

麦ご飯 ピーマン みかん　パイン　もも 小麦粉

肉団子スープ 鶏肉 牛乳 人参 キャベツ　玉ねぎ キャロットパン マヨネーズ

○ ごぼうサラダ ツナ ねぎ きゅうり　ごぼう でんぷん ごま 731

キャロットパン みかんゼリー パプリカ コーン  　椎茸　  生姜 みかんゼリー

＊きつねうどん 鶏肉 牛乳 人参 キャベツ　玉ねぎ 米 油

○ 春キャベツのおかか和え 油揚げ　かまぼこ ねぎ　広島菜 もやし　コーン うどん 711

菜の花ご飯 かつお節 京菜　大根葉 きゅうり 　　 椎茸 砂糖

ポークビーンズ 大豆 牛乳 人参 玉ねぎ　きゅうり 黒糖パン 油

○ フレンチサラダ 豚肉 トマト キャベツ　レモン じゃが芋 オリーブ油 714

＊黒糖パン ハム パプリカ グリンピース 砂糖

　鮭（さけ）のつけ焼き 鮭（さけ）　とうふ 牛乳 豆苗 玉ねぎ 米（岡垣産） 油

○ ひじきとベーコンの炒め煮 さつま揚げ　ベーコン ひじき ねぎ　人参 ごぼう 砂糖 750

岡垣産ご飯 みそけんちん汁 みそ　油揚げ パプリカ しめじ でんぷん

豚肉と新じゃがの煮物 豚肉 牛乳 人参 玉ねぎ 米  　　麦 油

○ きびなごのから揚げ きびなごの唐揚げ いんげん キャベツ　　椎茸 しらたき　砂糖 ごま 792

麦ご飯 酢の物 わかめ きゅうり じゃが芋

＊コーンの豆乳シチュー 豆乳　鶏肉 牛乳 人参 玉ねぎ ワンローフパン マーガリン

○ ツナサラダ ベーコン パプリカ きゅうり　コーン はちみつ　じゃが芋 油 767

ワンローフパン・
はちみつ＆マーガリン 白いんげん　ツナ パセリ キャベツ 小麦粉　砂糖

鶏肉とレバーの揚げからめ 鶏肉　鶏レバー 牛乳 豆苗 きゅうり　えのき茸 米 油

○ 即席漬け 豆腐　みそ 人参 キャベツ　生姜 じゃが芋　砂糖 ごま 808

＊白ご飯 ＊じゃが芋のみそ汁 油揚げ にんにく　たくあん でんぷん

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　きゅうり パインパン 油

○ ＊チップスサラダ 牛肉 パプリカ きゅうり　コーン　生姜　にんにく ペンネ　砂糖 オリーブ油 781

パインパン 豚肉 マッシュルーム　パイン ポテトチップス

回鍋肉（ホイコーロー） シューマイ 牛乳 人参 キャベツ　玉ねぎ 米　  　麦 油

○ シューマイ（２個） 豚肉　みそ ピーマン コーン　えのき茸 砂糖 ごま油 746

麦ご飯 中華風卵スープ 卵　焼き豚 かいわれ大根 エリンギ　きくらげ でんぷん
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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

水

木

曜

水

１年生のみなさん、ご入学おめでとうございます。昨年度３月、みなさんが小学校６年生の時に「好きな給食」をお尋ねしました。

４月の給食では、その中から選んだ献立を実施しています。 （＊ゴシック文字で表示）

コロナ禍で いただきますは 小声です 岡垣中学校 ３年 松井 奨悟さん

※ 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。

今月使用予定の地場産（岡垣町周辺）食材

米 キャベツ いちご たけのこ 豆苗

白菜 ふき トマト 椎茸 かいわれ大根

毎月１９日は「食育の日」

岡垣町イメージキャラクター
びわりん＆びわすけ

給食に関する標語 デザートに いちごが出ると うれしいな 岡垣中学校 ２年 清田 唯斗さん

※ 今月１２日のデザートは「いちご」。地場産の「あまおう」です。喜んでもらえたらうれしいな。また今年度も感染症拡大予防のため

「いただきます」は小声、マスクを外して食べる間は無言ですが、少しでも楽しくリラックスできる時間になるよう願っています。

岡垣中学校のみなさんから寄せられた標語を

今年もご紹介していきます。

入 学 式

☆１年生の給食は、１２日（月）から始まります

昭 和 の 日

お知らせ

岡垣産夢つくし

１年生給食開始


