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牛
乳
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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） （㎉）

茄子のミートグラタン 牛肉 牛乳 トマト 玉ねぎ 黒糖食パン 油

○ ラビオリスープ 豚肉 チーズ 人参　パセリ 茄子 じゃが芋　小麦粉 オリーブ油 732

黒糖食パン 鶏肉 かいわれ大根 キャベツ ラビオリ

ししゃもフリッター（２尾） 豆腐 牛乳 人参 きゅうり 米　　麦 油

○ 切干大根の甘酢和え みそ ししゃもフリッター ねぎ 玉ねぎ　キャベツ 砂糖 775

麦ご飯 豆腐とわかめのみそ汁 わかめ もやし　切干大根

ポークビーンズ 大豆 牛乳 人参 玉ねぎ　キャベツ ねじりパン 油

○ ウインナーと 豚肉 パプリカ グリンピース じゃが芋 705

ねじりパン 　　キャベツのソテー ウインナー トマト　　豆苗 コーン 砂糖

鶏肉 牛乳 人参 ごぼう　しめじ 米 油

○ 塩レモン唐揚げ（２個） 豚肉 ねぎ　広島菜 椎茸　　生姜 白玉もち　里芋 818

菜めし（広島菜入り） 白玉団子汁 みそ 京菜　大根葉 にんにく　レモン でんぷん　こんにやく

きゅうりとコーンのサラダ 鶏肉　ベーコン 牛乳 人参　トマト 玉ねぎ　きゅうり 米 油

○ ジャーマンスープ ウインナー かいわれ大根 キャベツ じゃが芋　砂糖 オリーブ油 705

ビーンズカレーピラフ アセロラゼリー ひよこ豆 パプリカ コーン　枝豆　 アセロラゼリー

五目焼きビーフン 豚肉 牛乳 チンゲン菜 キャベツ 米粉コッペパン 油

○ チキンサラダ 鶏肉 人参　ねぎ きゅうり　もやし ビーフン 715

米粉コッペパン かまぼこ パプリカ きくらげ 砂糖

牛肉 牛乳 ピーマン キャベツ　玉ねぎ 米（岡垣産） 油

○ 焼き肉 鶏肉 わかめ 人参 えのき茸　もやし 砂糖 744

白ご飯 トック入りわかめスープ ねぎ 生姜　にんにく トック

トマトチキンカレー 鶏肉 牛乳 トマト 玉ねぎ　生姜 米　　麦 油

○ フルーツ＆ゼリー 豆乳 人参 にんにく　みかん じゃが芋　小麦粉 マーガリン 854

麦ご飯 パプリカ もも　パイン　りんご ゼリー

鶏肉のコーンフレーク焼き 鶏肉 牛乳 人参 玉ねぎ　　茄子 ミルクねじりパン マヨネーズ

○ 夏野菜のポトフ ウインナー トマト コーン コーンフレーク オリーブ油 739

ミルクねじりパン ベーコン ズッキーニ パン粉　じゃが芋

鰺（あじ）の野菜あんかけ 鰺（あじ） 牛乳 チンゲン菜 冬瓜　玉ねぎ 米　　麦 油

○ 冬瓜（とうがん）と 鶏肉 人参　　豆苗 えのき茸　もやし 小麦粉　でんぷん 734

麦ご飯 　新生姜（しんしょうが）のスープ パプリカ 生姜 砂糖

ハンバーグ ハンバーグ 牛乳 人参 キャベツ 柏型ミルクパン マヨネーズ

○ コールスローサラダ ベーコン　レンズ豆 パプリカ 玉ねぎ　セロリ じゃが芋 737

柏型ミルクパン 豆と野菜のスープ 白いんげん　ひよこ豆 レモン 砂糖

鶏と野菜のうま煮 鶏肉 牛乳 人参 キャベツ　　きゅうり 米 油

○ 酢の物 厚揚げ わかめ いんげん こんにゃく　玉ねぎ じゃが芋 ごま 743

白ご飯 さつま揚げ ごぼう　椎茸 砂糖

牛丼（福岡県産和牛使用） 牛肉 牛乳 人参 玉ねぎ　キャベツ 米　　麦 油

○ ゆかり和え かまぼこ しそ きゅうり　　　椎茸 しらたき 725

麦ご飯 梅干し 白ねぎ　えのき茸 砂糖

和風スパゲティ ベーコン 牛乳 小松菜 玉ねぎ　きゅうり クレセントロールパン 油

○ パプリカのマリネ ハム 人参 しめじ　椎茸　エリンギ スパゲティ オリーブ油 724

クレセントロールパン パプリカ レモン　にんにく 砂糖
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　　　　　　８月の学校給食献立予定表
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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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エネルギー
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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）

　　　☆　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

曜

月

今月使用予定の地場産（岡垣町周辺）食材

米 かいわれ大根 茄子 ねぎ

パプリカ 豆苗 椎茸 きゅうり

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 好き嫌い 解決策は 給食だ 岡垣中学校 ２年 石田 妃奈海 さん

給食は 笑顔あふれる 宝物 岡垣中学校 ３年 口脇 柚美 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。

※ 誰にでも好き嫌いはありますが、ちょっとずつチャレンジしてみるチャンスが給食時間にはありますね。

衛生に気をつけながらも、おいしく味わい笑顔で過ごせる給食時間であるよう、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

岡垣産夢つくし

郷土料理「広島県」

８／８（土）～８／１８（火） 夏休み


