
令和４（２０２２）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）

（Kcal）

鯵のレモン醤油焼き あじ　さつま揚げ 牛乳 豆苗 レモン　ごぼう 米 ごま油

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 油 724

白ご飯 わかめとキャベツのみそ汁 油揚げ　みそ　大豆 わかめ キャベツ

キーマカレー 牛肉 牛乳 人参　トマト 生姜　にんにく　レモン ナン オリーブ油

レモンドレッシングサラダ 豚肉 ヨーグルト ピーマン 玉ねぎ　コーン じゃがいも 油 725

ナン 一食ヨーグルト 大豆 パプリカ キャベツ　きゅうり 小麦粉　砂糖

中華丼 豚肉 牛乳 絹さや 玉ねぎ　もやし 米　麦 油

バンサンスー かまぼこ 人参 キャベツ　椎茸 片栗粉　春雨 ごま油 721

麦ご飯 焼豚 パプリカ きゅうり 砂糖

夏野菜のペンネ 豚肉 牛乳 トマト 生姜　にんにく　枝豆 黒糖食パン オリーブ油

星のチーズサラダ 牛肉 チーズ パプリカ なす　きゅうり　玉ねぎ 砂糖 油 744

黒糖食パン ベーコン マッシュルーム　キャベツ ペンネマカロニ

きびなごの唐揚げ かまぼこ 牛乳 オクラ 枝豆　コーン 米 油

オクラのごま和え 豆腐 きびなご 人参 きゅうり　キャベツ 砂糖　春雨 ごま 762

枝豆とコーンのご飯 天の川すまし汁 豆苗 えのきたけ 麩　片栗粉

シュウマイ（２個） シュウマイ 牛乳 ねぎ にんにく　生姜　椎茸 米 ごま油

マーボーなす みそ　豚肉 豆苗 なす　玉ねぎ　コーン 砂糖 油 749

白ご飯 中華卵スープ 牛肉　鶏肉　卵 えのきたけ　きくらげ 片栗粉 ラー油

鶏肉のバーベキューソース焼き 鶏肉 牛乳 パプリカ 玉ねぎ　にんにく 柏型パン 油

コールスローサラダ ベーコン 人参 コーン 砂糖 マヨネーズ 754

柏型パン ジャーマンスープ パセリ キャベツ　レモン じゃがいも

なべしぎ 豚肉 牛乳 人参 なす　玉ねぎ 米 油

沢煮碗 みそ ピーマン たけのこ こんにゃく 716

白ご飯 ねぎ ごぼう　椎茸 砂糖

なすのミートグラタン 豚肉 牛乳 トマト　パセリ なす　玉ねぎ　コーン ミルクロールパン オリーブ油

ミニサラダ 牛肉　ツナ チーズ パプリカ キャベツ　きゅうり じゃがいも 油 729

ミルクロールパン 野菜スープ ベーコン 人参　小松菜 レモン 小麦粉　砂糖

鮭のつけ焼き さけ　鶏肉 牛乳 人参 キャベツ 米 油

和風サラダ 豆腐　油揚げ わかめ ねぎ きゅうり 砂糖　片栗粉 741

岡垣産ご飯 じゃがいものみそ汁 みそ レモン　玉ねぎ じゃがいも

夏野菜カレー 鶏肉 牛乳 かぼちゃ　人参 ズッキーニ　生姜　なす 米　麦 バター

フルーツ＆ゼリー＆ナタデココ レンズ豆 チーズパウダー ピーマン にんにく　玉ねぎ　りんご じゃがいも 油 931

麦ご飯 トマト ナタデココ　みかん　パイン　もも 小麦粉　ゼリー

ビビンバ 牛肉 牛乳 人参 もやし　にんにく 米 油

わかめスープ 鶏肉 わかめ ほうれん草 生姜　玉ねぎ 砂糖 ごま油 754

白ご飯 ももゼリー ねぎ えのきたけ ゼリー

　☆　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。

　☆　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。

15 金

19 火

　☆　　　　　　　は、地場産の食材を使用する予定です。

12 火

13 水

14 木

7 木

8 金

11 月

4 月

5 火

6 水

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）

1 金

7

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

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 給食で たくさんおかわり うれしいな 岡垣中学校 ２年

給食は 嫌いなものでも 好きになる 岡垣中学校 ３年

今月使用予定の地場産（岡垣町周辺）食材

米 椎茸 ねぎ 豆苗 きゅうり
トマト パプリカ ピーマン なす オクラ

世界の料理「インド」

星型☆ラッキーナタデココ入り

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。

食べ盛りのみなさんが、嬉しそうにおかわりしている様子が目に浮かび、とても微笑ましく思います。
東中でも「増やしたい人！」と先生が呼びかけると、行列ができているのをよく見かけます。
給食で苦手なものを克服した人も多いと思います。給食は、食経験を豊かにしてくれますね♪

七夕献立☆


