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月の学校給食献立予定表

主食
牛

乳
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（魚、肉、卵、豆、豆製品）
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４群
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（穀類、いも類、砂糖）
６群
（油脂）

（Kcal）

ペンネアラビアータ 牛肉 牛乳 トマト にんにく　生姜 ミルクロールパン 油

チップスサラダ 豚肉 パプリカ マッシュルーム　玉ねぎ 砂糖　ペンネマカロニ オリーブ油 777

ミルクロールパン ベーコン コーン　キャベツ　きゅうり じゃがいも

麻婆豆腐 豚肉　牛肉 牛乳 ねぎ にんにく　生姜 米 油

シュウマイ（２個） 豆腐　みそ 人参 椎茸　きゅうり 砂糖　片栗粉 ごま油 872

白ご飯 バンサンスー 焼豚　シュウマイ キャベツ 春雨 ラー油

照り焼きチキン 鶏肉 牛乳 パプリカ 生姜　コーン ミルク柏型パン マヨネーズ

コールスロー ベーコン 人参 キャベツ　レモン 砂糖　片栗粉 771

ミルク柏型パン ジャーマンスープ パセリ 玉ねぎ じゃがいも

竹輪の磯辺揚げ（２個） 鶏肉　油揚げ 牛乳 人参 たけのこ　椎茸 米 油

ほうれん草のお浸し 竹輪　かつお節 青のり ほうれん草 枝豆　もやし 砂糖　小麦粉 808

たけのこご飯 すまし汁 かまぼこ　豆腐 ひじき　わかめ ねぎ キャベツ　えのきたけ 片栗粉

チキンカレー 鶏肉　レンズ豆 牛乳 人参 にんにく　生姜 米　　　麦 油

フルーツヨーグルト和え 大豆 チーズパウダー トマト りんご　玉ねぎ 小麦粉 バター 918

麦ご飯 ひよこ豆 ヨーグルト みかん　パイン　黄桃 じゃがいも

肉団子スープ 鶏肉 牛乳 ねぎ　人参 生姜　椎茸 パインパン 油

カラフルソテー ベーコン ピーマン 玉ねぎ 片栗粉 700

パインパン パプリカ キャベツ

鯵の香味焼き あじ　豆腐 牛乳 人参 にんにく　きゅうり 米 ごま油

即席漬け 油揚げ 豆苗 キャベツ　たくあん 砂糖 ごま 711

岡垣産ご飯 じゃがいものみそ汁 みそ 玉ねぎ じゃがいも

ポークビーンズ 豚肉 牛乳 トマト 玉ねぎ　グリンピース 県産小麦ワンローフパン 油

チキンサラダ 大豆 人参 にんにく　キャベツ はちみつ　砂糖 マーガリン 743
県産小麦ワンローフパン
・はちみつマーガリン

鶏肉 パプリカ きゅうり じゃがいも

きつねうどん かまぼこ　鶏肉 牛乳 ねぎ　人参 コーン　玉ねぎ 米 マヨネーズ

ごぼうサラダ 油揚げ パプリカ 椎茸　きゅうり 砂糖 ごま 774

菜の花ご飯（減量） ツナ 青菜 ごぼう うどん

焼きししゃも（２尾） 鶏肉　厚揚げ 牛乳 人参 ふき　椎茸 米 油

春野菜のうま煮 油揚げ ししゃも ごぼう　えのきたけ 砂糖　こんにゃく 737

白ご飯 キャベツとわかめのみそ汁 豆腐　みそ わかめ キャベツ じゃがいも

豆乳シチュー 鶏肉　ベーコン 牛乳 人参 玉ねぎ ミルクねじりパン 油

ハムサラダ 豆乳　ハム チーズパウダー パセリ キャベツ　きゅうり 小麦粉　砂糖 バター 736

ミルクねじりパン いちご（2個） 白いんげん豆 パプリカ いちご じゃがいも

鶏肉とごぼうと大豆の揚げからめ 鶏肉　大豆 牛乳 ねぎ 生姜　ごぼう　玉ねぎ 米 油

和風サラダ ツナ　みそ わかめ パプリカ 枝豆　きゅうり　しめじ 砂糖 850

白ご飯 きのこのみそ汁 油揚げ　豆腐 キャベツ　えのきたけ 片栗粉

スパゲティナポリタン ウインナー 牛乳 トマト　人参 玉ねぎ ミルクロールパン 油

チーズサラダ チーズ ピーマン キャベツ スパゲティ オリーブ油 720

ミルクロールパン パプリカ きゅうり 砂糖

鮭のつけ焼き 鮭　さつま揚げ 牛乳 豆苗 ごぼう 米 油

ひじきとベーコンの炒め煮 ベーコン　豆腐 ひじき パプリカ えのきたけ 砂糖 737

白ご飯 かき玉汁 卵 ねぎ 片栗粉
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日 曜

献　　立　　名
主　　な　　材　　料　　と　　体　　内　　で　　の　　働　　き

エネルギーおもに体の組織をつくる（赤のグループ） 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）

11 月

12 火

13 水

14 木

15 金

18 月

19 火

20 水

21 木

22 金

25 月

26 火

27 水

　☆　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。

28 木

　☆　　　　　　　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。

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。

「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 立ち止まる ろうかただよう いいかおり 岡垣中学校 ２年

朝起きて 献立見るの 日課です 岡垣中学校 ３年岡垣中学校から寄せられた標語を
毎月紹介しています。

今月使用予定の地場産（岡垣町周辺）食材

米 ほうれん草 キャベツ いちご
たけのこ ふき 豆苗 ねぎ 椎茸 トマト

いい香りがすると、より食欲が沸きますね。今年度も、毎日楽しみにしてもらえるような給食をつくるので楽しみにしていてください♪

岡垣東中 給食センター

岡垣町中学校給食センターについて

1５名の調理員さんが
心をこめて給食を作っています♪

岡垣東中学校の栄養教諭が
栄養満点の献立を作成しています給食センターは、岡垣東中に隣接しています。

岡垣中へはトラックで配送しています。

遠賀郡産「夢つくし」を使用しています
月1回、岡垣産米も登場します

地場産食材を積極的に
使用しています

だしは昆布やいりこ、
かつお節からとっています

唐揚げやドレッシング、
カレールウも手作りです


