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月の学校給食献立予定表

基本

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）

（㎉）

豚肉 牛乳 チンゲン菜 玉ねぎ 米 油

○ 豚肉の生姜炒め かまぼこ ねぎ えのき茸 白玉餅　砂糖 725

白ご飯 お月見汁 豆腐 生姜 麩　でんぷん

ミートオムレツ ミートオムレツ 牛乳 パプリカ 玉ねぎ　キャベツ 米 油

○ パプリカのマリネ 鶏肉　ハム 豆苗 きゅうり　ごぼう　枝豆 砂糖 オリーブ油 704

鶏ごぼうピラフ 野菜スープ ベーコン 人参 しめじ　セロリ　レモン

じゃが芋とウインナーのスープ きな粉 牛乳 かいわれ大根 きゅうり ねじりパン 油

○ 胡瓜とコーンのサラダ ウインナー チーズ 人参 玉ねぎ　キャベツ 砂糖 717

揚げパン 一食チーズ コーン じゃが芋

ちゃんぽんうどん 豚肉 牛乳 人参 キャベツ　きゅうり 米 油

○ お浸し かまぼこ　さつま揚げ わかめ ほうれん草 もやし　玉ねぎ　生姜 うどん 704

梅わかめご飯（減量） かつお節 ねぎ きくらげ　梅干し 砂糖

肉団子スープ 鶏肉 牛乳 小松菜 キャベツ　白菜 クレセントロール 油

○ 小松菜のソテー ベーコン 人参　　パプリカ 玉ねぎ　コーン でんぷん 706

クレセントロール 豆苗 椎茸　　生姜

いわし生姜煮 牛肉 牛乳 人参 玉ねぎ 米　　麦 油

○ くきわかめの炒め煮 さつま揚げ くきわかめ ねぎ なす こんにゃく 719

麦ご飯 みそ汁 油揚げ　みそ いわし生姜煮 砂糖　麩

鶏肉とレバーの揚げからめ 鶏肉 牛乳 人参 キャベツ 米 油

○ ごま酢和え 鶏レバー わかめ かいわれ大根 もやし　生姜 でんぷん ごま 771

白ご飯 すまし汁 豆腐　かまぼこ 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　キャベツ キャロットパン 油

○ チキンサラダ 鶏肉 ひじき 人参 きゅうり　しめじ　椎茸 スパゲティ オリーブ油 717

キャロットパン パプリカ エリンギ　にんにく 砂糖

鶏肉の照り焼き 鶏肉 牛乳 ねぎ きゅうり 米 油

○ 浅漬け風サラダ 豆腐　みそ 人参 キャベツ　玉ねぎ じゃが芋　砂糖 713

白ご飯 みそ汁 油揚げ 生姜 でんぷん

白身魚のピザソース焼き メルルーサ 牛乳 ピーマン キャベツ 県産小麦ワンローフパン 油

○ ミニサラダ ひよこ豆　白いんげん チーズ パプリカ 玉ねぎ　きゅうり いちじくジャム オリーブ油 704

県産小麦ワンローフパン・
いちじくジャム 豆と野菜のスープ レンズ豆　ベーコン 人参 セロリ　レモン じゃが芋　　砂糖

カツカレー ミニトンカツ 牛乳 ピーマン 玉ねぎ　にんにく 米　　麦 油

○ （カレー・ミニトンカツ） 牛肉 パプリカ 生姜　りんご 小麦粉　じゃが芋 マーガリン 898

麦ご飯 フルーツ＆ゼリー 人参　トマト パイン　もも　みかん ゼリー

鶏肉（はかた一番どり） 牛乳 人参 玉ねぎ　キャベツ 米 油

○ 親子丼 かまぼこ ねぎ きゅうり　　椎茸 砂糖 708

白ご飯 即席漬け 卵 水菜 たくあん

白いんげんのトマト煮 白いんげん 牛乳 トマト 玉ねぎ　大根 ねじりパン 油

○ 大根サラダ 豚肉 水菜 きゅうり 砂糖 706

ねじりパン ハム 人参 枝豆　にんにく じゃが芋

豆腐 牛乳 小松菜 キャベツ　白菜 米（岡垣産） 油

○ 芦屋みりん 鶏肉 みりん干し（いわし） 人参 大根　ごぼう さつまいも　砂糖 ごま 704

白ご飯 三色和え　　さつま汁 みそ ねぎ もやし こんにゃく

ポトフ 鶏肉 牛乳 人参　　豆苗 キャベツ　大根 黒糖食パン 油

○ ベーコンと野菜の ベーコン ブロッコリー 玉ねぎ じゃが芋 マヨネーズ 705

黒糖食パン 　ガーリックマヨソテー ウインナー パプリカ コーン　にんにく

鮭（さけ）の塩焼き 鮭（さけ） 牛乳 人参 白菜　きゅうり 米 油

○ かぼす和え 豆腐 わかめ ねぎ 枝豆　えのき茸 砂糖 栗 709

秋の香りご飯 すまし汁 かまぼこ 椎茸　かぼす 麩

カレー肉じゃが 豚肉 牛乳 人参 玉ねぎ 米　　麦 油

○ アーモンド和え 大豆 水菜 キャベツ　枝豆 じゃが芋 アーモンド 726

麦ご飯 きゅうり しらたき　砂糖

豆乳クリームシチュー 豆乳　鶏肉 牛乳 人参 玉ねぎ 米粉パン 油

○ 和風サラダ ベーコン　ツナ ひじき パプリカ キャベツ　きゅうり じゃが芋　砂糖 マーガリン 733

米粉パン 白いんげん パセリ しめじ 小麦粉

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 白菜　ごぼう　しめじ でんぷん 726

白ご飯 キムチチゲ 豚肉 生姜　にんにく　キムチ 砂糖

焼きウインナー ウインナー 牛乳 南瓜 白菜　玉ねぎ ミルク背割りコッペパン 油

○ パンプキンサラダ ベーコン 人参 きゅうり マヨネーズ 709

ミルク背割りコッペパン 白菜スープ 水菜 セロリ

焼きししゃも（２尾） 厚揚げ　鶏肉 牛乳 人参 玉ねぎ 米 油

○ 鶏肉と野菜のうま煮 さつま揚げ ししゃも ねぎ ごぼう　しめじ 里芋　砂糖 705

白ご飯 里芋のみそ汁 油揚げ　みそ いんげん 椎茸 こんにゃく

おから団子汁 鶏肉　豚肉 牛乳 人参 ごぼう 米　　麦 油

○ 五目金平 おから　さつま揚げ 豆苗 大根　えのき茸 こんにゃく 709

麦ご飯 一食ひき割り納豆 納豆 パプリカ 枝豆　生姜 でんぷん　砂糖
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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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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）
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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。

今月使用予定の地場産（岡垣町周辺）食材

米 パプリカ 豆苗 かいわれ大根

ねぎ 椎茸 小松菜 水菜 芦屋みりん

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 給食は 毎日残さず 食べようね 岡垣中学校 ３年 花田 琢真 さん

献立の 工夫たくさん おいしいな 岡垣中学校 ２年 薬師寺 凜心 さん

※ 給食センターに返ってきた空っぽの食缶から「よし、次もおいしく作ろう！」という元気をもらっています。

これからも工夫しておいしい給食を届けますよ～！ みなさんも少しずつ苦手な食材にトライしてくださいね。

「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

お月見献立

岡中 中止（弁当の日）

遠賀郡味めぐり「芦屋町」

はかた一番どり使用

１０／１（木）は「中秋の名月」です。

１０月は「食品ロス削減月間」です

食品ロス削減国民運動ロゴマーク「ろすのん」


