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月の学校給食献立予定表

主食
牛
乳
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豆製品）
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（緑黄色野菜）
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６群
（油脂）

（㎉）

生姜入り豚汁 厚揚げ　豚肉 牛乳 人参 れんこん　白菜 米 油

○ れんこんの金平 牛肉　さつま揚げ ねぎ　ピーマン もやし　大根　ごぼう しらたき　里芋 705

白ご飯 みそ パプリカ 椎茸　　生姜 砂糖

白いんげんのトマト煮 白いんげん 牛乳 トマト 玉ねぎ　　大根 黒糖食パン アーモンド

○ 大根とナッツのサラダ 豚肉 人参 きゅうり　枝豆 じゃが芋 ピーナッツ 739

黒糖食パン ハム にんにく 砂糖 マヨネーズ　油

地場産冬野菜のキーマカレー 牛肉 牛乳 人参 玉ねぎ　大根　れんこん 米　　麦 マーガリン

○ フルーツヨーグルト和え 豚肉 ヨーグルト トマト にんにく　生姜　りんご じゃが芋 油 878

麦ご飯 大豆 ブロッコリー みかん　もも　パイン 小麦粉

鯖（さば）の竜田揚げ 鯖（さば）　豆腐 牛乳 豆苗 玉ねぎ 米 油

○ ひじきとベーコンの炒め煮 さつま揚げ ひじき ねぎ　　人参 ごぼう でんぷん 853

白ご飯 みそ汁 みそ　ベーコン パプリカ キャベツ 砂糖

ほうれん草入りナポリタン ウインナー 牛乳 トマト　　人参 玉ねぎ　　キャベツ クレセントロール 油

○ コーンサラダ 水菜　　ほうれん草 コーン　きゅうり スパゲティ オリーブ油 725

クレセントロール パプリカ レモン 砂糖

みそおでん 鰺（あじ） 牛乳 人参 大根 米　　麦 ごま

○ 鰺（あじ）のレモン醤油焼き 厚揚げ　鶏肉 ほうれん草 白菜　きゅうり 里芋　こんにゃく 750

麦ご飯 白菜のごま和え みそ 水菜 レモン 砂糖

ポトフ 鶏肉 牛乳 人参 キャベツ ミルクねじりパン 油

○ 小松菜のソテー ベーコン チーズ ブロッコリー 大根　玉ねぎ じゃが芋 735

ミルクねじりパン 一食チーズ ウインナー 小松菜　　パプリカ コーン

筑前煮 鶏肉 牛乳 人参 れんこん 米 油

○ きびなごの唐揚げ 豆腐　油揚げ きびなごの唐揚げ ねぎ 玉ねぎ　ごぼう 里芋　こんにゃく 742

白ご飯 みそ汁 みそ わかめ いんげん 大根　　椎茸 砂糖

麻婆豆腐 豆腐 牛乳 ねぎ きゅうり　もやし 米　　麦 油

○ 切り干し大根の甘酢和え 牛肉　豚肉 人参 椎茸　切り干し大根 砂糖 792

麦ご飯 みそ 生姜　にんにく　白ねぎ でんぷん

ペンネミートグラタン 牛肉　豚肉 牛乳 ブロッコリー 玉ねぎ　きゅうり 食パン マーガリン

○ カラフルサラダ ベーコン　ツナ チーズ かいわれ大根　人参 キャベツ　しめじ りんごジャム 油 800

食パン・りんごジャム 野菜スープ レンズ豆 ひじき トマト　パプリカ セロリ 小麦粉

卵とじうどん 卵 牛乳 人参 キャベツ 米 油

○ 酢の物 鶏肉 わかめ ねぎ 玉ねぎ　きゅうり さつま芋　うどん 704

さつま芋ご飯（減量） かまぼこ もやし　えのき茸 砂糖　でんぷん

豆乳クリームシチュー 豆乳　鶏肉 牛乳 人参 玉ねぎ 米粉パン マーガリン

○ 大根サラダ 白いんげん 水菜　　パプリカ 大根 じゃが芋　砂糖 油 774

米粉パン ハム　ベーコン パセリ きゅうり 小麦粉

鯖のホイル焼き 鯖のホイル焼き 牛乳 ほうれん草 キャベツ 米 油

○ ひじき入りお浸し 豆腐　鶏肉 ひじき 人参 大根　　もやし 里芋　こんにゃく 762

白ご飯 けんちん汁 かつお節 ねぎ えのき茸　　椎茸 でんぷん　砂糖

オムレツ オムレツ 牛乳 トマト 白菜　玉ねぎ 米 マヨネーズ

○ 白菜サラダ 鶏肉　ウインナー 人参 かぶ　きゅうり 砂糖 油 734

チキンライス かぶのスープ ツナ かぶの葉 グリンピース　しめじ

セルフフィッシュバーガー ホキフライ 牛乳 人参 キャベツ ミルク柏型パン タルタルソース

○ （ホキフライ・ボイル野菜・タルタルソース） ベーコン　白いんげん 豆苗 玉ねぎ　セロリ じゃが芋 油 744

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

鰆（さわら）のゆず胡椒焼き 鰆（さわら） 牛乳 南瓜 キャベツ　　玉ねぎ 米 油

○ ごま和え 豆腐　牛肉 わかめ 水菜　　人参 きゅうり　もやし しらたき ごま 772

すき焼きご飯 南瓜のみそ汁 油揚　みそ ねぎ ごぼう　枝豆 砂糖

フライドチキン（２個） 鶏肉 牛乳 ブロッコリー 白菜 クレセントロールパン 油

○
星のハッシュドポテト
チーズ入りサラダ ベーコン チーズ 人参

玉ねぎ　セロリ ハッシュドポテト 852

クレセントロールパン
星のパスタ入りスープ
豆乳チョコプリン

パプリカ
にんにく 星のパスタ　でんぷん

砂糖　豆乳チョコプリン

　☆　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）
献　　立　　名
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金

2 水

エネルギー

火

水

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）
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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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※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・タルタルソースは

卵の入っていない製品を使用します。

今月使用予定の地場産（岡垣町周辺）食材

米 椎茸 生姜 パプリカ 大根 ブロッコリー

豆苗 かいわれ大根 人参 水菜 キャベツ ほうれん草

小松菜 白菜 ねぎ かぶ レモン みかん

毎月１９日は「食育の日」

給食に関する標語 好き嫌い チャレンジしよう 少しずつ 岡垣中学校３年 上薗 怜花さん

給食は みんなの健康 守るもの 岡垣中学校２年 内藤 美羽さん
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。

※給食には苦手な食べ物が出てくる時もあるかもしれませんが、自分の可能性を広げるつもりで少しずつチャレンジ

してくれるとうれしいです。給食を通して、全力でみなさんの健康と成長をサポートしています！

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


