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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）
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（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）

肉団子のカレースープ 鶏肉 牛乳 人参 玉ねぎ　枝豆 パインパン 油

カラフルソテー ベーコン ヨーグルト パプリカ えのきたけ じゃがいも 742

パインパン 一食ヨーグルト ピーマン キャベツ　生姜 片栗粉

きびなごの唐揚げ ベーコン　大豆 牛乳 人参　ねぎ ごぼう　もやし 米 油

ひじきとベーコンの炒め煮 さつま揚げ　豚肉 きびなご パプリカ 椎茸 砂糖　こんにゃく 708

白ご飯 具沢山みそ汁 みそ　豆腐 ひじき 豆苗 キャベツ 片栗粉

高野豆腐のうま煮 鶏肉 牛乳 人参 玉ねぎ　椎茸 米 油

和風サラダ 高野豆腐 わかめ いんげん キャベツ じゃがいも 855

白ご飯 納豆 ツナ　納豆 きゅうり 砂糖

ペンネの豆乳クリームソース　　　　 ベーコン　鶏肉 牛乳 人参 玉ねぎ　マッシュルーム 米粉パン 油

ツナサラダ 白いんげん豆 パプリカ 枝豆　レモン ペンネマカロニ 710

米粉パン 豆乳　大豆　ツナ キャベツ　きゅうり じゃがいも　砂糖

牛丼 かまぼこ 牛乳 人参 玉ねぎ　椎茸 米 ごま

糸寒天の酢の物 牛肉 糸寒天 ねぎ きゅうり 麦　砂糖 736

麦ご飯 わかめ キャベツ こんにゃく

地場産野菜のポトフ　　　 ウインナー 牛乳 人参 キャベツ 県産小麦ワンローフパン 油

チーズサラダ 鶏肉 チーズ アスパラガス 玉ねぎ いちじくジャム 702
県産小麦ワンローフパン 福岡県産いちじくジャム　　　 パプリカ きゅうり じゃがいも　砂糖

鶏肉のソース焼き 鶏肉 牛乳 人参 玉ねぎ　枝豆 米 油

コーンサラダ ひよこ豆 トマト コーン　レモン　セロリ 砂糖 オリーブ油 791

カレーピラフ 野菜スープ ベーコン 小松菜 キャベツ　きゅうり

魚の南蛮漬け メルルーサ 牛乳 人参　ねぎ 玉ねぎ　キャベツ 米 油

即席漬け 油揚げ 昆布 ピーマン きゅうり　しめじ 砂糖 ごま 769

白ご飯 きのこのみそ汁 豆腐　みそ パプリカ えのきたけ 片栗粉

ポークビーンズ 豚肉 牛乳 人参 玉ねぎ　グリンピース ミルクねじりパン 油

ハムサラダ 大豆 トマト にんにく じゃがいも 734

ミルクねじりパン ハム パプリカ きゅうり　キャベツ 砂糖

焼き鳥風煮 鶏肉　竹輪 牛乳 人参 もやし　キャベツ 米 油

おかか和え かつお節 ねぎ きゅうり　ごぼう 砂糖　片栗粉 733

白ご飯 けんちん汁 豆腐 椎茸 里芋

和風スパゲティ ベーコン 牛乳 人参 椎茸　しめじ　エリンギ ミルクロールパン 油

チキンサラダ 鶏肉 パプリカ 玉ねぎ　にんにく スパゲティ オリーブ油 700

ミルクロールパン びわ 小松菜 きゅうり　キャベツ　びわ 砂糖

鶏肉とレバーのタッカンジョン風 鶏肉 牛乳 人参 にんにく　生姜　もやし 米 油

ナムル 鶏レバー わかめ ねぎ きゅうり　キャベツ 片栗粉 ごま 822

白ご飯 わかめスープ 玉ねぎ　えのきたけ 小麦粉　砂糖 ごま油

鮭の塩焼き 鮭　鶏肉 牛乳 人参 れんこん　椎茸 米 油

筑前煮 豆腐　油揚げ いんげん ごぼう　えのきたけ こんにゃく 755

岡垣産ご飯 キャベツのみそ汁 みそ 豆苗 玉ねぎ　キャベツ 里芋　砂糖

ホキのマヨネーズ焼き ひよこ豆 牛乳 人参 玉ねぎ　コーン ぶどうパン 油

ミニサラダ ホキ　ハム パプリカ キャベツ パン粉　砂糖 マヨネーズ 778

ぶどうパン ジャーマンスープ ベーコン パセリ きゅうり じゃがいも

ラフテー　　ゴーヤサラダ 牛乳 人参　豆苗 生姜　玉ねぎ 米 マヨネーズ

もずく入りかき玉汁 豚肉　ツナ　卵 もずく パプリカ きゅうり　キャベツ 砂糖　片栗粉 869

白ご飯 沖縄県産パインゼリー かまぼこ　豆腐 ゴーヤ えのきたけ パインゼリー　黒糖

ダールカレー 牛肉　豚肉 牛乳 人参 玉ねぎ　りんご 米 油

フルーツヨーグルト和え レンズ豆 チーズパウダー トマト にんにく　生姜 麦　小麦粉 バター 953

麦ご飯 ひよこ豆　大豆 ヨーグルト みかん　パイン　もも じゃがいも

ハンバーグ スライスチーズ 牛肉　豚肉 牛乳 人参 キャベツ　玉ねぎ ミルク柏型パン 油

ボイルキャベツ ベーコン　ひよこ豆 スライスチーズ パプリカ えのきたけ 砂糖　パン粉 875

ミルク柏型パン 白いんげんのポタージュ 豆乳　白いんげん豆 パセリ 椎茸　エリンギ じゃがいも

五目うどん かまぼこ 牛乳 人参 玉ねぎ　椎茸 米 マヨネーズ

ひじきと枝豆のサラダ 油揚げ ひじき ねぎ 枝豆　コーン うどん 743

わかめご飯（減量） 鶏肉　ツナ わかめ キャベツ

ポテトミートグラタン 牛肉　豚肉 牛乳 人参　トマト 玉ねぎ　コーン キャロットパン 油

ミニサラダ レンズ豆 チーズ パプリカ レモン　キャベツ 小麦粉　砂糖 マーガリン 729

キャロットパン 小松菜のスープ 鶏肉　ベーコン 小松菜　パセリ きゅうり　しめじ じゃがいも

チンジャオロースー シュウマイ 牛乳 人参　にら たけのこ　生姜 米 油

シュウマイ（２個） 豚肉 パプリカ きくらげ　もやし 片栗粉 ごま油 751

白ご飯 ニラ玉スープ 焼豚　卵 ピーマン 玉ねぎ 砂糖

　☆　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。

30 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。

27 月

28 火

29 水

期　末　考　査　　１　日　目

23 木 期　末　考　査　　2　日　目

24 金

20 月

21 火

22 水

15 水

16 木

17 金

10 金

13 月

14 火

7 火

8 水

9 木

2 木

3 金

6 月

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 水

6

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 たべる前 自分を守る 手洗いだ 岡垣中学校 2年

毎日が 楽しい教科は 給食だ 岡垣中学校 ３年

九州味めぐり「沖縄」

今月使用予定の地場産（岡垣町周辺）食材

米 キャベツ 椎茸 きゅうり
アスパラガス 小松菜 豆苗 びわ

歯

と

口

の

健

康

週

間

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。
食事の前に正しい手洗いをすることで、手に付いた汚れやウイルスが体内に入るのを防ぐことができますね。

自分を守る手段のひとつである「正しい手洗い」を習慣化しましょう。

給食は「楽しい昼食時間」であると同時に「食について学ぶ教科」でもありますね。楽しく学びながら食べてください♪


