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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）
（Kcal）

ししゃもフライ（２尾） 豚肉 牛乳 人参 ごぼう 米 油

金平ごぼう さつま揚げ ししゃも いんげん たけのこ こんにゃく ごま油 707

白ご飯 若竹汁 豆腐 わかめ 三つ葉 えのきたけ 小麦粉 砂糖 麩

豚肉とキャベツのマヨみそ炒め 豚肉　鶏肉 牛乳 人参 玉ねぎ　エリンギ 米 油

焼きぎょうざ（２個） みそ ピーマン キャベツ　もやし 砂糖 マヨネーズ 791

白ご飯 汁ビーフン ぎょうざ ニラ 椎茸　きくらげ ビーフン ごま油

鶏肉のハニーマスタード焼き 鶏肉 牛乳 トマト きゅうり　キャベツ ミルクロールパン 油

コーンサラダ 白いんげん豆 人参 レモン　コーン　玉ねぎ はちみつ　砂糖 753

ミルクロールパン ミネストローネ ベーコン パセリ マッシュルーム　セロリ じゃがいも

かしわうどん かまぼこ 牛乳 グリンピース 玉ねぎ　椎茸 米 ごま
切干大根のごまマヨネーズ和え 鶏肉 ねぎ キャベツ　きゅうり うどん マヨネーズ 726

ピースご飯（減量） 油揚げ 人参 切干大根　コーン

豆乳コーンシチュー 白いんげん豆 牛乳 人参　パセリ コーン　玉ねぎ 米粉パン バター

ハムのマリネ 豆乳　鶏肉 チーズパウダー かぼちゃ きゅうり 小麦粉　砂糖 油 847

米粉パン アセロラゼリー ベーコン　ハム パプリカ レモン じゃがいも　ゼリー

親子丼 かまぼこ 牛乳 人参 玉ねぎ　椎茸 米 油

和風サラダ 鶏肉 わかめ ねぎ きゅうり 麦 764

麦ご飯 卵　ツナ キャベツ 砂糖

かつおの生姜煮 かつお 牛乳 人参 キャベツ 米 ごま

三色和え 油揚げ 小松菜 もやし　生姜 砂糖　片栗粉 700

白ご飯 じゃがいものみそ汁 豆腐　みそ 豆苗 玉ねぎ じゃがいも

焼きウインナー ウインナー　大豆 牛乳 トマト 玉ねぎ　にんにく 背割りミルクコッペパン 油

チリコンカン 牛肉 豚肉 レンズ豆 人参 キャベツ 砂糖　小麦粉 814
背割りミルクコッペパン 野菜スープ 白いんげん豆 ベーコン セロリ じゃがいも

鶏肉の唐揚げ（２個） 鶏肉 牛乳 人参 生姜　にんにく 米 油

酢の物 豆腐 わかめ ねぎ きゅうり　キャベツ 片栗粉　こんにゃく ごま 797

白ご飯 けんちん汁 ごぼう　椎茸 砂糖　里芋

肉団子スープ 鶏肉 牛乳 人参 生姜　キャベツ キャロットパン 油

チップスサラダ ヨーグルト ねぎ 玉ねぎ　椎茸 片栗粉　砂糖 756

キャロットパン 一食ヨーグルト パプリカ きゅうり　コーン じゃがいも

ビビンバ 牛肉 牛乳 ほうれん草 大豆もやし　生姜 米 油

キムチチゲ 豚肉 人参 にんにく　ごぼう 砂糖 ごま油 793

白ご飯 豆腐　みそ ねぎ キムチ　しめじ　キャベツ

ポークカレー 豚肉 牛乳 トマト 玉ねぎ　りんご 米 バター

フルーツ＆ゼリー ひよこ豆 チーズパウダー 人参 にんにく　生姜 麦　小麦粉 油 974

麦ご飯 大豆　レンズ豆 みかん　パイン　もも じゃがいも　ゼリー

さわらのゆずごしょう焼き さわら　かつお節 牛乳 人参 もやし　キャベツ 米 油

ひじき入りお浸し 豆腐 ひじき ほうれん草 玉ねぎ 砂糖 726

岡垣産ご飯 キャベツのみそ汁 油揚げ　みそ 豆苗 えのきたけ

白いんげんのトマト煮 白いんげん豆 牛乳 人参 玉ねぎ　枝豆 ミルクねじりパン 油

アーモンドサラダ 豚肉 トマト にんにく　きゅうり 砂糖 アーモンド 724

ミルクねじりパン パプリカ キャベツ　レモン じゃがいも

チキン南蛮（一食タルタルソース） 鶏肉 牛乳 人参 生姜　にんにく 米 油

即席漬け 油揚げ 昆布 きゅうり　キャベツ 天ぷら粉　砂糖 タルタルソース 797

白ご飯 豆腐とわかめのみそ汁 豆腐　みそ わかめ 玉ねぎ　えのきたけ 片栗粉 ごま

魚のピザソース焼き ホキ 牛乳 ピーマン 玉ねぎ　きゅうり パインパン 油

ミニサラダ 鶏肉 チーズ パプリカ キャベツ　レモン 砂糖 704

パインパン ジャーマンスープ ベーコン 人参　パセリ コーン じゃがいも

焼きうどん かまぼこ 牛乳 人参 キャベツ　もやし 米 油

れんこんの辛子マヨネーズ和え 豚肉　かつお節 わかめ ねぎ 玉ねぎ　きゅうり うどん マヨネーズ 759

わかめご飯（減量） ハム れんこん

5

岡垣町中学校給食センター

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）

2 月

3 火 建国記念日

4 水 みどりの日

5 木 こどもの日

6 金

9 月

10 火

11 水

12 木

13 金

16 月

17 火

18 水

19 木

20 金

23 月 体育会代休

24 火

25 水

　☆　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。

26 木 中間考査１日目

27 金

30 月

　☆　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。

31 火

　

　☆　　　　　　　は、地場産の食材を使用する予定です。

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・タルタルソース（２７日）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 食べるとき マスクで見えない 笑顔みる 岡垣中学校 ２年

がんばれる あと二時間の 源だ 岡垣中学校 ３年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。

今月使用予定の地場産（岡垣町周辺）食材

米 トマト たけのこ 椎茸 きゅうり 豆苗
キャベツ 玉ねぎ 小松菜 ほうれん草

食事をするときは、普段はマスク越しでしか見られないクラスメイトの笑顔を見ることができますね。

おいしい給食を食べて、みなさんが笑顔になってくれたら嬉しいです。

午後の授業や部活動などに備えて、給食を好き嫌いせずしっかり食べてエネルギーを補給しましょう！

世界の料理
「韓国」

今月はみかんジュースが３回つきます

みかんジュースの予定

☆ 給食センター（グランド側）に取りに来て下さい。

☆ 雨天時は、１階ほっとルーム前に変更します。

☆ ゴミは、各学級で処分をお願いいたします。

（栄養教諭 牧平美恵）

１６日（木） 総合練習終了後

１７日（金） 練習終了（７限）後

１８日（土） 会場準備終了後


