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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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（緑黄色野菜）
４群
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５群

（穀類、いも類、砂糖）
６群

（油脂） （㎉）

ホキのチリソース焼き ホキ　ツナ 牛乳 人参 きゅうり　玉ねぎ ミルククレセントロール 油

○ ひじき入りサラダ ベーコン　レンズ豆 ひじき 水菜 　ピーマン キャベツ　大根　セロリ じゃが芋 707

ミルククレセントロール 豆と野菜のスープ ひよこ豆　白いんげん パセリ レモン 　生姜 　にんにく 砂糖

ポークビーンズ 大豆 牛乳 人参 玉ねぎ　キャベツ 県産小麦ワンローフパン 油

○ ブロッコリーのサラダ 豚肉 ブロッコリー　 コーン　レモン いちごジャム 726

県産小麦食パン・
いちごジャム

鶏肉 トマト　パプリカ グリンピース じゃが芋　砂糖

秋刀魚（さんま）の韓国風煮 秋刀魚（さんま） 牛乳 ねぎ もやし　白菜 米　　麦 油

○ すき昆布の炒め煮 厚揚げ　豚肉　牛肉 すき昆布 人参 大根　ごぼう　 椎茸 里芋　砂糖 809

麦ご飯 豚汁 みそ　さつま揚げ パプリカ 生姜　にんにく こんにゃく

かき揚げうどん 鶏肉 牛乳 人参 野菜かき揚げ 米 油

○ （五目うどん・野菜かき揚げ） かまぼこ わかめ ねぎ キャベツ　きゅうり うどん 755

コーンご飯 かみかみサラダ するめ 玉ねぎ　コーン　椎茸 砂糖

肉団子のカレースープ 鶏肉 牛乳 人参 大根　白菜 ねじりパン 油

○ ハムと大根のマリネ ハム 糸寒天 水菜 玉ねぎ　きゅうり じゃが芋 657

ねじりパン 枝豆　生姜 でんぷん　砂糖

木の葉丼 卵 牛乳 人参 玉ねぎ　キャベツ 米　　麦 油

○ 酢のもの かまぼこ　油揚げ わかめ 三つ葉 きゅうり 砂糖 769

麦ご飯 煮豆 金時豆 もやし　 椎茸

クリームシチュー 豆乳 牛乳 人参 玉ねぎ ワンローフパン 油

○ コーンと水菜のサラダ 鶏肉　ベーコン 水菜 　パプリカ キャベツ　コーン はちみつ　砂糖 マーガリン 751

ワンローフパン・
はちみつ＆マーガリン

白いんげん パセリ きゅうり　レモン じゃが芋　小麦粉 バター

高野豆腐のうま煮 鶏肉 牛乳 人参 玉ねぎ 米 油

○ 切り干し大根の甘酢和え 高野豆腐 かなぎ佃煮 いんげん きゅうり　もやし じゃが芋 783

白ご飯 一食かなぎ佃煮 椎茸 　切り干し大根 砂糖

鰺（あじ）の香味焼 鰺（あじ） 牛乳 ほうれん草 キャベツ 米 油

○ ごま和え 豆腐　みそ ひじき 人参 玉ねぎ　しめじ さつま芋 ごま 700

白ご飯 みそ汁 竹輪　油揚げ ねぎ にんにく 砂糖

ポテトミートグラタン 牛肉　豚肉 牛乳 人参　トマト 玉ねぎ　キャベツ 米粉パン 油

○ ミニサラダ レンズ豆 チーズ 豆苗　　パセリ きゅうり　しめじ じゃが芋 マーガリン 761

米粉パン 野菜スープ ベーコン パプリカ セロリ　レモン 小麦粉　砂糖 オリーブ油

豚肉ときのこのスープ 鶏肉 牛乳 人参 キャベツ　玉ねぎ 米 油

○ タッカルビ 赤だしみそ ピーマン 大豆もやし　えのき茸 さつま芋 799

白ご飯 大学芋 豚肉 かいわれ大根 きくらげ　にんにく　生姜 水あめ　砂糖

ペンネの豆乳クリームソース 豆乳 牛乳 人参 玉ねぎ　キャベツ ミルククレセントロール 油

○ チップスサラダ 鶏肉　ベーコン 水菜 きゅうり　マッシュルーム じゃが芋　ペンネ 707

ミルククレセントロール 白いんげん　大豆 コーン　枝豆　レモン 砂糖　ポテトチップス

　鶏とごぼうと大豆の揚げからめ 鶏肉　大豆 牛乳 小松菜　 水菜 キャベツ 米（岡垣産） 油

○ 地場産野菜のお浸し 豆腐　油揚げ わかめ ねぎ　人参 玉ねぎ　ごぼう　枝豆 でんぷん 784

白ご飯 みそ汁 みそ　かつお節 パプリカ しめじ 　生姜 砂糖

挽肉と豆のカレー 牛肉　豚肉 牛乳 人参 玉ねぎ　　にんにく 米　　麦 油

○ フルーツヨーグルト和え 大豆　レンズ豆 ヨーグルト トマト　ピーマン 生姜　　りんご じゃが芋 マーガリン 889

麦ご飯 ひよこ豆 パプリカ みかん　パイン　もも 小麦粉

鯖（さば）のおろし煮 鯖（さば） 牛乳 水菜　　人参 大根　　キャベツ 米 油

○ ゆかり和え 大豆　みそ ひじき ねぎ 白菜　きゅうり　玉ねぎ 里芋　砂糖 774

白ご飯 呉汁（ごじる） 豆腐　鶏肉 しそご飯のもと えのき茸　梅干し でんぷん

鶏肉（はかた地どり） 牛乳 春菊 キャベツ 米 油

○ 水炊き風汁 焼き豆腐 わかめ 人参　　水菜 白菜　もやし 砂糖 703

わかめご飯 春菊のツナ和え ツナ ねぎ しめじ　白ねぎ

きのこの豆乳クリームスープ 白いんげん 牛乳 ブロッコリー　 玉ねぎ　キャベツ　コーン キャロットパン 油

○ 花野菜サラダ 　ひよこ豆　豆乳 人参　パセリ カリフラワー　エリンギ じゃが芋 702

キャロットパン みかん 　ベーコン　ハム パプリカ しめじ　椎茸　　みかん

月

30 月

水

木

金

火

20

24

25

26

27

23

19 木

16

金

月

18 水

13

火17

日

2

　　　　☆　　　　　　　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

金

月

曜

金

文 化 の 日

今月使用予定の地場産（岡垣町周辺）食材

米 水菜 生姜 ブロッコリー パプリカ ねぎ

椎茸 ほうれん草 さつま芋 豆苗 かいわれ大根

小松菜 キャベツ 春菊 みかん

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 毎日の おいしい給食 元気でる 岡垣中学校３年 鈴木 佳歩 さん

給食は 五、六時間目の エネルギー 岡垣中学校２年 中村 礼誠 さん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。

※ 給食のメニューによって元気が出たりテンションが上がったりと、楽しみにしてくれている様子が伝わってきて、とても嬉しいです。

午後のエネルギー源として、さらに夢に向かって進むための体の基礎を作るという意識を持って、しっかり食べてほしいと願っています。

岡垣町イメージキャラクター

びわりん＆びわすけ

１１月は福岡県の「食育・地産地消月間」です。

勤 労 感 謝 の 日

期 末 考 査 1 日 目

期 末 考 査 ２ 日 目

岡垣町で栽培された
みかんです。

岡垣産夢つくし

岡垣中 2年生中止

岡垣中 2年生中止

岡垣中 2年生中止

岡垣東中 2年生中止

岡垣東中 2年生中止

「はかた地どり」使用


