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鯵の香味焼き 鯵　鶏肉 牛乳 人参 キャベツ　れんこん 米 油

○ 筑前煮 みそ ねぎ 玉ねぎ　ごぼう 里芋 ごま油 705

白ご飯 キャベツのみそ汁 油揚げ いんげん こんにゃく　椎茸　にんにく 砂糖

竹輪のお茶の葉揚げ（２個） 竹輪 牛乳 人参 きゅうり　キャベツ 米 油

○ 浅漬け風サラダ 豆腐 わかめ 三つ葉 筍　グリンピース 小麦粉　麩 807

ピースご飯 若竹汁 えのきたけ でんぷん　砂糖

ポテトサラダ　スライスチーズ ベーコン 牛乳 人参 キャベツ 県産小麦食パン マヨネーズ

○ 野菜スープ ハム スライスチーズ 小松菜 玉ねぎ　きゅうり じゃがいも 700

県産小麦食パン アセロラゼリー 白いんげん豆 セロリ アセロラゼリー

焼きうどん 豚肉 牛乳 人参 キャベツ　玉ねぎ 米 油

○ 和風チキンサラダ かまぼこ　鶏肉 わかめ ねぎ もやし　きゅうり うどん 704

わかめご飯（減量） かつお節 パプリカ レモン 砂糖

ホキフライ　ボイル野菜 ホキフライ 牛乳 トマト 玉ねぎ 柏型パン タルタルソース

○ 一食タルタルソース ベーコン 人参 キャベツ　セロリ じゃがいも 油 728

柏型パン ミネストローネ 白いんげん豆 パセリ マッシュルーム マカロニ

中華丼 豚肉 牛乳 人参 キャベツ 米　麦 油

○ バンサンスー かまぼこ 絹さや 玉ねぎ　きゅうり 春雨　でんぷん ごま油 717

麦ご飯 焼豚 もやし　椎茸 砂糖

ビビンバ 牛肉 牛乳 ほうれん草 もやし　玉ねぎ 米 油

○ トック入りわかめスープ 鶏肉 わかめ 人参 えのきたけ トック ごま油 760

白ご飯 ねぎ 生姜　にんにく 砂糖

かつおの生姜煮 かつお 牛乳 人参 キャベツ　筍　もやし 米 油

○ 木の芽和え 絹厚揚げ わかめ ねぎ きゅうり　ごぼう じゃがいも 736

岡垣産ご飯 具だくさんみそ汁 豚肉　みそ 椎茸　木の芽 こんにゃく　砂糖

焼きウインナー ウインナー 牛乳 人参 玉ねぎ パン 油

○ チリコンカン 大豆　牛肉 小松菜 しめじ 小麦粉 804

背割りコッペパン 小松菜のスープ 豚肉　ベーコン トマト にんにく 砂糖

ビーフカレー 牛肉 牛乳 人参 玉ねぎ　りんご 米　麦 油

○ フルーツ＆ゼリー トマト にんにく　生姜 じゃがいも　小麦粉 マーガリン 899

麦ご飯 みかん　もも　パイン ゼリー

和風スパゲティ ベーコン 牛乳 小松菜 玉ねぎ　キャベツ　きゅうり ミルククレセントロール 油

○ ツナサラダ ツナ 人参 しめじ　椎茸　エリンギ スパゲティ オリーブ油 710

ミルククレセントロール パプリカ レモン　にんにく 砂糖

鮭の塩焼き 鮭　卵 牛乳 ほうれん草 キャベツ 米 ごま

○ ほうれん草のごま和え 豆腐 ひじき ねぎ きゅうり 砂糖 701

梅ひじきご飯 かき玉汁 かまぼこ 人参 えのきたけ　梅干し でんぷん

スウェーデンミートボール ミートボール　豆乳 牛乳 人参 キャベツ　玉ねぎ ワンローフパン マーガリン

○ 粉ふきいも ベーコン　レンズ豆 グリンピース いちごジャム 油 867

ワンローフパン・いちごジャム 豆と野菜のスープ 白いんげん豆　ひよこ豆 セロリ じゃがいも　上新粉

麻婆豆腐 豆腐　餃子 牛乳 ねぎ きゅうり 米　麦 油

○ 焼きぎょうざ（２個） 牛肉　豚肉 人参 キャベツ　椎茸 春雨　砂糖 ごま油 865

麦ご飯 中華和え みそ　焼豚 生姜　にんにく でんぷん ラー油

ヤンニョムチキン（２個） 鶏肉 牛乳 人参 きゅうり　もやし 米 油

○ ナムル 豆腐 ねぎ キャベツ　ごぼう　キムチ でんぷん ごま油 793

白ご飯 キムチチゲ みそ　豚肉 しめじ　生姜　にんにく 砂糖

魚のマヨネーズ焼き ホキ 牛乳 人参 玉ねぎ パインパン マヨネーズ

○ ミニサラダ ひよこ豆 パセリ キャベツ　きゅうり じゃがいも オリーブ油 714

パインパン ジャーマンスープ ベーコン　ハム コーン　レモン パン粉　砂糖 油

金

月

26

27

28

31

木

25 火

20

水

木

24 月

19

金21

日

6

　☆　　　　　　　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。
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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）

　☆　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）
献　　立　　名
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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

給食は がんばる学生 支えてる 岡垣中学校 ２年 山下桃佳さん

※ 脳や体を働かせておなかをすかせたみなさんが、「早く食べたい！」と思うような、わくわくする給食づくりを心がけています。

おいしくて栄養たっぷりの給食を通して、勉強に部活に毎日頑張るみなさんを、これからも支えていきたいと思います！

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。

４時間目 チャイムとともに 鳴るおなか 岡垣中学校 ３年 阿部晃大さん

体 育 会 代 休

中 間 考 査 １ 日 目

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 トマト

玉ねぎ 小松菜 椎茸 きゅうり

※今月は[みかんジュース]が３回つきます。

世界の料理
「スウェーデン」


