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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） （㎉）

人参 キャベツ 黒糖食パン

○ ラビオリスープ 鶏肉 牛乳 かいわれ大根 玉ねぎ ラビオリ 油 604

黒糖食パン
豆乳 人参 玉ねぎ ミルクパン・黒糖パン マーガリン

○ 豆乳クリームシチュー 鶏肉 牛乳 パセリ コーン じゃが芋 油 605
ミルクパン・黒糖パン 白いんげん マッシュルーム 小麦粉

豚肉 トマト 玉ねぎ ミルククレセントロール

○ ミネストローネ 白いんげん 牛乳 パセリ キャベツ じゃが芋　砂糖 油 617
ミルククレセントロール セロリ ペンネマカロニ

人参 キャベツ ミルクパン・黒糖パン

○ 肉団子スープ 鶏肉 牛乳 豆苗 玉ねぎ　　椎茸 でんぷん 油 608
ミルクパン・黒糖パン 生姜

新じゃがのポトフ 鶏肉 人参 キャベツ ミルクパン・黒糖パン

○ いちごゼリー ウインナー 牛乳 アスパラガス 玉ねぎ じゃが芋 油 644
ミルクパン・黒糖パン いちごゼリー

魚（ホキ）のマヨネーズ焼き ホキ 人参 キャベツ ミルクねじりパン マヨネーズ

○ 野菜スープ ひよこ豆 牛乳 豆苗 玉ねぎ パン粉 油 627

ミルクねじりパン 鶏肉 セロリ

キーマカレー 牛肉 トマト 玉ねぎ 米　　麦 油

○ 豆乳チョコケーキ 豚肉 牛乳 人参 にんにく じゃが芋　小麦粉 マーガリン 898

麦ご飯 大豆　レンズ豆 ピーマン 生姜 豆乳チョコケーキ

炒めビーフン 豚肉 チンゲンサイ キャベツ 県産小麦コッペパン オリーブ油

○ コーンサラダ かまぼこ 牛乳 人参　　ねぎ きゅうり　　もやし ビーフン 油 625
県産小麦コッペパン パプリカ コーン　きくらげ 砂糖

牛丼 牛肉 ねぎ 玉ねぎ 米　　麦
○ シークヮーサーゼリー かまぼこ 牛乳 人参 えのき茸 しらたき　砂糖 油 704

麦ご飯 椎茸 シークヮーサーゼリー

竹輪の磯辺揚げ（２個） 竹輪 牛乳 人参 大根 米

○ みそけんちん汁 豆腐　鶏肉 あおさ ねぎ ごぼう こんにゃく　小麦粉 油 691

白ご飯 みそ しめじ でんぷん

ポークビーンズ 大豆 牛乳 人参 玉ねぎ クレセントロール

○ ひじき入りサラダ 豚肉 ひじき トマト キャベツ　きゅうり じゃが芋 油 711

クレセントロール 鶏肉 パプリカ グリンピース　レモン 砂糖

塩唐揚げ（２個） 小豆　　鶏肉 えのき茸 もち米

○ すまし汁 豆腐 牛乳 かいわれ大根 にんにく でんぷん 油 709

赤飯 かまぼこ 生姜 麩

豆乳コーンホワイトスープ 豆乳　ベーコン 人参 キャベツ 米粉パン

○ ウインナーとキャベツのソテー 白いんげん　ひよこ豆 牛乳 豆苗 玉ねぎ　コーン じゃが芋 油 706

米粉パン ウインナー パセリ マッシュルーム

デジカルビ 豚肉 牛乳 人参 キャベツ　玉ねぎ 米　　麦
○ トック入りわかめスープ 鶏肉 わかめ ピーマン 大豆もやし　えのき茸 トック 油 768

麦ご飯 みそ ねぎ 生姜　にんにく 砂糖

鯖（さば） 南瓜 玉ねぎ

○ 焼き塩鯖（さば） 豆腐　みそ 牛乳 ねぎ キャベツ 米（岡垣産） 油 700

岡垣産ご飯 具だくさんみそ汁 油揚げ 人参

ミートスパゲティ 牛肉 トマト 玉ねぎ　　キャベツ 食パン

○ ツナサラダ 豚肉 牛乳 人参 きゅうり　マッシュルーム いちごジャム　砂糖 油 709
食パン・いちごジャム ツナ パプリカ レモン　にんにく　生姜 スパゲティ

厚揚げ 牛乳 人参 玉ねぎ 米

○ スルル（きびなご）の唐揚げ 豚肉　みそ きびなご ねぎ ごぼう　　椎茸 こんにゃく 油 700
クファジューシー（炊込みご飯） イナムドゥチ（沖縄風豚汁） かまぼこ 昆布 大根 砂糖

照り焼きチキン 鶏肉 人参 キャベツ 柏型ミルクパン マヨネーズ

○ コールスロー ベーコン 牛乳 かいわれ大根 玉ねぎ　生姜 じゃが芋　砂糖 油 703

柏型ミルクパン じゃが芋スープ パプリカ レモン　にんにく　生姜 でんぷん

麻婆豆腐 豆腐 ねぎ きゅうり　キャベツ 米

○ 中華サラダ 牛肉　豚肉 牛乳 白ねぎ 椎茸　　もやし 砂糖 油 771

白ご飯 みそ 人参 生姜　にんにく でんぷん

鯖（さば）のホイル焼き 鯖（鯖）ホイル焼き 牛乳 人参 ごぼう 米　　麦
○ 金平ごぼう 豆腐　豚肉 わかめ かいわれ大根 えのき茸 こんにゃく 油 774

麦ご飯 すまし汁 さつま揚げ いんげん 砂糖　麩

皿うどん 餃子 人参 キャベツ キャロットパン

○ （揚げ麺・皿うどんの具） 豚肉 牛乳 絹さや 玉ねぎ　　もやし 揚げ麺 油 867

キャロットパン 揚げ餃子（２個） かまぼこ きくらげ でんぷん

焼きウインナー ウインナー 小松菜 玉ねぎ

○ 小松菜のスープ 鶏肉 牛乳 人参 ごぼう　コーン 米 オリーブ油 708

鶏ごぼうピラフ ベーコン しめじ　枝豆

　　　　☆　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）
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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 アスパラガス きゅうり 玉ねぎ

椎茸 かいわれ大根 豆苗

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 給食は 嫌いなものも 食べれるよ 岡垣中学校 ２年 水元 蓮 さん

いそべあげ いくら食べても お腹すく 岡垣中学校 ３年 大野聖太郎 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。

※ 給食時間には手を洗う時間をしっかり確保して、衛生的な準備の手順を皆で確認しましょう。また、前を向いて静かに食べましょう。

初めは、みなさんにとって物足りない献立で申し訳ないのですが、徐々に通常の給食に戻していきますのでご了承ください。

「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

郷土料理｢沖縄県」

【６月の中学校給食について】 給食時間の衛生・安全を考え、以下の通り簡易的な献立からスタートします。

☆１週目（６／１～６／５） 主食は毎日パンです。パン・牛乳の他に配ぜんするのは１品です。

☆２週目（６／８～６／１２） 主食は月・水がパン、火・木・金がご飯です。主食・牛乳のほかに配ぜんするのは２品です。

☆３週目以降（６／１５～） 徐々に通常の給食に戻ります。１皿に２品を盛り合わせる場合は、配ぜんしやすいものにします。

中学校給食の献立や衛生に関して
ご不明な点などありましたら

下記までご連絡ください。

岡垣町中学校給食センター
☎ ２８１－３００１
（担当：栄養教諭 牧平美恵）


