
令和２（２０２０）年

7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） （㎉）

チリコンカン 大豆 牛乳 人参 玉ねぎ ミルククレセントロール 油

○ ハムのマリネ 牛肉　豚肉 トマト きゅうり　にんにく 小麦粉 734

ミルククレセントロール ハム 生姜　レモン 砂糖

カレー肉じゃが 豚肉 牛乳 人参 玉ねぎ 米　　麦 油

○ 糸寒天の酢の物 糸寒天 パプリカ きゅうり　　キャベツ じゃが芋　 755

麦ご飯 わかめ 枝豆 しらたき　砂糖

なべしぎ 豚肉 牛乳 人参 なす　玉ねぎ 米 油

○ けんちん汁 豆腐　鶏肉 ねぎ 大根　ごぼう こんにゃく　砂糖 719

白ご飯 みそ ピーマン 椎茸 でんぷん

焼きそば風スパゲティ 豚肉 牛乳 ねぎ キャベツ 黒糖食パン 油

○ きゅうりとコーンのサラダ かまぼこ 人参 玉ねぎ　　きゅうり スパゲティ 703

黒糖食パン かつお節 もやし　コーン 砂糖

白身魚の南蛮漬け メルルーサ 牛乳 かいわれ大根 玉ねぎ 米 油

○ 七夕すまし汁 かまぼこ わかめ ピーマン えのき茸 白玉餅　麩 724

わかめご飯 パプリカ 春雨　砂糖

夏野菜カレー 鶏肉 牛乳 南瓜 玉ねぎ　スッキーニ　なす 米　　麦 油

○ フルーツ＆ゼリー 人参　　トマト にんにく　生姜　りんご じゃが芋　小麦粉 マーガリン 876

麦ご飯 ピーマン みかん　もも　パイン ゼリー

鶏肉のソース焼き 鶏肉　ベーコン 牛乳 人参 キャベツ 米粉パン 油

○ 豆と野菜のスープ 白いんげん 豆苗 玉ねぎ じゃが芋 704

米粉パン ひよこ豆　レンズ豆 セロリ

ジャージャン豆腐 厚揚げ 牛乳 パプリカ きゅうり　キャベツ 米　　麦 油

○ バンサンスー 牛肉　豚肉 人参 筍　枝豆 春雨 759

麦ご飯 みそ　焼き豚 椎茸　　生姜 砂糖

南瓜の豆乳シチュー 豆乳 牛乳 南瓜　人参 玉ねぎ　キャベツ ミルクねじりパン 油

○ チップスサラダ 鶏肉　ベーコン パプリカ きゅうり　　しめじ ポテトチップス マーガリン 729

ミルクねじりパン 白いんげん パセリ マッシュルーム　レモン 小麦粉　砂糖

鶏と野菜のうま煮 鶏肉 牛乳 人参 もやし　きゅうり 米 油

○ アーモンド和え さつま揚げ いんげん こんにゃく　玉ねぎ じゃが芋 アーモンド 708

白ご飯 一食ふりかけ ツナ ごぼう　椎茸 砂糖

鯖（さば）の竜田揚げ 鯖（さば） 牛乳 ねぎ 玉ねぎ 米 油

○ みそ汁 豆腐　油揚げ わかめ 人参 キャベツ でんぷん 796

白ご飯 みそ 砂糖

ミネストローネ ベーコン 牛乳 トマト キャベツ　　玉ねぎ 県産小麦食パン 油

○ カラフルソテー ウインナー 小松菜　パセリ マッシュルーム いちじくジャム 717

県産小麦ワンローフ・
いちじくジャム 白いんげん パプリカ セロリ　コーン　パセリ じゃが芋　ペンネ

鮭（さけ）のつけ焼き 鮭（さけ） 牛乳 ねぎ 玉ねぎ 米 油

○ みそ汁 豆腐　みそ ひじき 人参 なす 砂糖 710

梅ひじきご飯 油揚げ 梅干し でんぷん

スパゲティシチリアーナ ベーコン 牛乳 トマト なす　きゅうり　キャベツ ねじりパン 油

○ ゴーヤサラダ 鶏肉 人参 玉ねぎ　ズッキーニ　ゴーヤ スパゲティ マヨネーズ 760

ねじりパン ピーマン コーン　にんにく　生姜 砂糖 オリーブ油

白身魚のピザソース焼き ホキ 牛乳 ピーマン キャベツ ぶどうパン 油

○ パスタ入り野菜スープ ベーコン チーズ 人参 玉ねぎ マカロニ 730

ぶどうパン パセリ

唐揚げ（２個） 鶏肉 牛乳 人参 もやし　ごぼう 米　　麦 油

○ スンドゥブチゲ 豆腐 韓国のり ねぎ エリンギ　キムチ でんぷん 841

麦ご飯 韓国のり 豚肉 にんにく　生姜

ビーフシチュー 牛肉 牛乳 人参 玉ねぎ　キャベツ クレセントロールパン マーガリン

○ ツナサラダ 金時豆 トマト にんにく　　きゅうり じゃが芋 油 782

クレセントロールパン ツナ パプリカ コーン　マッシュルーム 小麦粉　砂糖

鮭（さけ）と大豆の揚げからめ 鮭（さけ） 牛乳 ねぎ 玉ねぎ 米 油

○ みそ汁 豆腐　大豆 人参 キャベツ　枝豆 砂糖 763

白ご飯 みそ　油揚げ 生姜

回鍋肉（ホイコーロー） 豚肉 牛乳 ピーマン キャベツ 米 油

○ ワンタンスープ 鶏肉 人参 玉ねぎ　もやし ワンタン 704

白ご飯 みそ ねぎ エリンギ　きくらげ 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。

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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木

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。
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岡垣町中学校給食センター

木

今月使用予定の地場産（岡垣町周辺）食材

米 トマト きゅうり ねぎ 椎茸 玉ねぎ

なす ピーマン パプリカ かいわれ大根 豆苗

毎月１９日は「食育の日」

給食に関する標語 給食は みんなの笑顔を 作ってる 岡垣中学校 ２ 年 堀尾 日向 さん

昼ご飯 その日の元気 たくわえる 岡垣中学校 ３ 年 大川 智也 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。

※ 衛生面に十分気をつけながらの給食の準備、みなさんとてもよく頑張っていますね。給食センターでは、

みなさんが笑顔で元気にすごせるよう体と心に栄養を届けることを意識して、今日も給食を作っています。

海 の 日

ス ポ ー ツ の 日
「岡垣町イメージキャラクター びわりん＆びわすけ」

期末考査１日目のため、給食はありません

期末考査２日目のため、給食はありません

※ 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。


