
令和３（２０２１）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）

（㎉）

豆腐入り松風焼き 鶏肉 牛乳 人参 　　水菜 かぶ 米

○ かぶの甘酢漬け 豆腐　かまぼこ 水晶昆布 ねぎ 白菜 　椎茸 白玉餅　里芋 油 748

白ご飯 白玉雑煮 豆乳　みそ 金時人参 玉ねぎ パン粉　砂糖

博多和牛のビーフシチュー 牛肉（博多和牛） 牛乳 人参 キャベツ　 玉ねぎ ミルククレセントロール 油

○ コールスロー 金時豆 トマト コーン　にんにく じゃが芋 マヨネーズ 762

ミルククレセントロール ハム パプリカ マッシュルーム 小麦粉　砂糖 マーガリン

鰤（ぶり）の照り焼き 鰤（ぶり） 牛乳 水菜 キャベツ 　白菜 米

○ 和風サラダ 豆腐　豚肉 わかめ 人参 大根　きゅうり　しめじ もちきび　里芋 油 761

七草ご飯 みそけんちん汁 鶏肉　みそ かいわれ大根 レモン　菜めしのもと こんにゃく　砂糖

ジャージャン豆腐 厚揚げ 牛乳 パプリカ 筍　 キャベツ 米　　麦 油

○ 揚げ春巻き 牛肉　豚肉 人参 きゅうり　玉ねぎ　枝豆 春雨  春巻きの皮 ごま 817

麦ご飯 バンサンスー みそ　焼き豚 にら 椎茸　生姜　にんにく でんぷん　砂糖

冬野菜のシチュー 豆乳　みそ 牛乳 人参 玉ねぎ 米粉パン 油

○ ツナサラダ 鶏肉　ツナ ひじき ブロッコリー キャベツ　　 白菜 じゃが芋 マーガリン 739

米粉パン ベーコン パプリカ きゅうり　　かぶ 小麦粉　砂糖

めざし 豆腐 牛乳 大根葉 大根 　　キャベツ 米

○ 即席漬け みそ めざし 人参 きゅうり　玉ねぎ 押し麦 油 634

押し麦ご飯 みそ汁　　味つけのり 油揚げ のり　わかめ たくあん

　鯨の竜田揚げ 牛乳 人参 大根 コッペパン 油

○ 鯨の竜田揚げケチャップ和え 鶏肉 ピーマン 玉ねぎ 里芋　こんにゃく マーガリン 766

コッペパン・
角マーガリン すいとん 　油揚げ ねぎ しめじ 白玉餅　小麦粉　砂糖

厚焼き卵 牛乳 人参 キャベツ 　ごぼう 米

○ 厚焼き卵　ぬた和え 　豆腐　鶏肉　ゆば わかめ かいわれ大根 筍　　きゅうり 砂糖 油 741

波津ご飯 すまし汁 かまぼこ　みそ えのき茸 麩

　牛肉（博多和牛） 牛乳 小松菜　　ねぎ 玉ねぎ 米（岡垣産）

○ 博多和牛の牛丼 かまぼこ ひじき 人参　　水菜 キャベツ　 しらたき 油 706

岡垣産ご飯 地場産野菜のお浸し かつお節 パプリカ しめじ　　椎茸 砂糖

スパゲティボロネーゼ 牛肉 牛乳 人参 玉ねぎ　かぶ　きゅうり 黒糖パン

○ かぶとハムのマリネ 豚肉 トマト マッシュルーム　にんにく スパゲティ 油 748

黒糖食パン いちご（１個） ハム 生姜　レモン　いちご 砂糖

おでん（はかた地どり使用） うずらの卵　厚揚げ 牛乳 菜の花 大根　　きゅうり 米　　麦

○ 菜の花と切り干し大根の 鶏肉（はかた地どり） 人参 キャベツ 里芋　こんにゃく マヨネーズ 777

麦ご飯 　　　辛子マヨネーズ和え さつま揚げ　ツナ 切り干し大根 砂糖

ホキのカレームニエル ホキ　ベーコン 牛乳 小松菜 キャベツ キャロットパン 油

○ カラフルソテー ウインナー　レンズ豆　 人参　パプリカ 白菜　　玉ねぎ じゃが芋 オリーブ油 734

キャロットパン 豆と野菜のスープ 白いんげん　ひよこ豆 豆苗 セロリ　コーン 小麦粉

はかた地どりとレバーの揚げからめ 鶏肉（はかた地どり） 牛乳 人参 白菜　　きゅうり 米 油

○ かぼす和え 鶏レバー竜田揚げ わかめ ねぎ 玉ねぎ　　大根　　しめじ でんぷん ごま 877

白ご飯 みそ汁 豆腐　油揚げ　みそ 生姜　にんにく　かぼす 砂糖

博多和牛のカレー 牛肉（博多和牛） 牛乳 人参 玉ねぎ　　大根 米　　麦 油

○ 大根サラダ ツナ 糸寒天 トマト きゅうり　しめじ　生姜 じゃが芋 マーガリン 840

麦ご飯 パプリカ にんにく　りんご 小麦粉

　☆　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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水

主　　な　　材　　料　　と　　体　　内　　で　　の　　働　　き

おもに体の組織をつくる（赤のグループ）
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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。

29

26

月

火

28 木

25

水

今月使用予定の地場産（岡垣町周辺）食材

米 人参 水菜 ねぎ かぶ 白菜 キャベツ

かいわれ大根 大根 大根葉 椎茸 ブロッコリー

いちご 小松菜 菜の花 豆苗 ねぎ

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 寒い日 あたたかいスープ ありがたい 岡垣中学校３年 高井 啓二郎 さん

残さずに 感謝の気持ち 伝えよう 岡垣中学校２年 大政 優那 さん

※ 給食の特長のひとつは、あたたかい料理をお届けできることです。また、学校給食法で定められた栄養摂取基準に則って献立を

作成しているので、１日に必要な栄養の３分の１を確実に摂ることができます。残さずに食べて免疫力をＵＰさせましょう！

「岡垣町イメージキャラクター
びわりん＆びわすけ」

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。

岡垣産夢つくし
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昭和の給食

令和の給食

平成の給食

明治の給食

１/２４(日)～３０(土)は「全国学校給食週間」です


