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白身魚のピザソース焼き メルルーサ 牛乳 ピーマン 玉ねぎ 　　キャベツ 県産小麦食パン 油

○ ミニサラダ ハム チーズ 人参 きゅうり いちごジャム オリーブ油 702

県産小麦食パン・
いちごジャム

ジャーマンスープ ベーコン パセリ コーン　レモン じゃが芋　砂糖

小いわしの梅の香揚げ 厚揚げ　豚肉 牛乳 人参 キャベツ　白菜 米 油

○ 菜の花のごま和え 黒豆 小いわし梅の香揚げ 菜の花 もやし　大根 里芋　砂糖 ごま 735

黒豆ご飯 豚汁 みそ ねぎ ごぼう　　 椎茸 こんにゃく

ペンネのクリームソース 豆乳　ベーコン 牛乳 ブロッコリー キャベツ ぶどうパン 油

○ ブロッコリー入りチキンサラダ 鶏肉　大豆 ひじき 人参 マッシュルーム じゃが芋　砂糖 714

ぶどうパン 白いんげん パプリカ 枝豆　玉ねぎ ペンネ

鯵（あじ）のレモン醤油焼き 鯵（あじ） 牛乳 小松菜 キャベツ 米 油

○ 三色和え 豆腐　みそ わかめ ねぎ 白菜　玉ねぎ 砂糖 711

白ご飯 みそ汁 油揚げ 人参 えのき茸　レモン

トマトオムレツ 牛肉（博多和牛） 牛乳 豆苗 玉ねぎ　きゅうり　しめじ 米 油

○ レモンドレッシング和え トマトオムレツ 人参 キャベツ　大根　ごぼう 砂糖 オリーブ油 714

牛ごぼうピラフ
（博多和牛使用）

コンソメスープ ベーコン 枝豆　セロリ　レモン

ポトフ 鶏肉 牛乳 人参 キャベツ　大根 クレセントロールパン オリーブ油

○ ツナサラダ ツナ 海藻ミックス 玉ねぎ　白菜　きゅうり じゃが芋　砂糖 707

クレセントロールパン いちご（１個） ウインナー レモン 　　いちご

鮭（さけ）の塩焼き 鮭（さけ） 牛乳 小松菜 キャベツ 米　　　麦 油

○ ひじき入りお浸し 豆腐　みそ　油揚げ ひじき 人参 玉ねぎ　もやし じゃが芋 780

麦ご飯 みそ汁　一食ひき割り納豆 かつお節　納豆 ねぎ えのき茸　レモン 砂糖

ポークビーンズ 大豆 牛乳 人参 玉ねぎ 黒糖パン アーモンド

○ 大根とナッツのサラダ 豚肉 水菜 大根　きゅうり じゃが芋 ピーナッツ 701

黒糖食パン ハム トマト グリンピース 砂糖 油　マヨネーズ

きつねうどん 鶏肉 牛乳 人参 玉ねぎ　　キャベツ 米 油

○ 鶏の唐揚げ（２個） 油揚げ わかめ ねぎ きゅうり　もやし うどん　でんぷん 841

白ご飯（少なめ） 酢の物　ふりかけ かまぼこ 椎茸　　生姜　にんにく 砂糖

照り焼きチキン 鶏肉　ベーコン 牛乳 人参 キャベツ 　　玉ねぎ ミルク柏型パン マヨネーズ

○ コールスロー 白いんげん かいわれ大根 セロリ　生姜 じゃが芋　砂糖 714

ミルク柏型パン 豆と野菜スープ ひよこ豆　レンズ豆 パプリカ 白菜　レモン でんぷん

カレーライス 牛肉（博多和牛） 牛乳 人参 玉ねぎ　みかん 米　　　麦 油

○ 　（博多和牛使用） ヨーグルト ピーマン にんにく　生姜　りんご じゃが芋 マーガリン 889

麦ご飯 ヨーグルト和え トマト みかん　パイン　もも 小麦粉

トック入りわかめスープ 鶏肉 牛乳 人参 玉ねぎ　えのき茸 米（岡垣産） 油

○ ヤンニョムチキン（２個） 牛肉（博多和牛） わかめ 豆苗 切干大根　もやし トック　でんぷん 825

白ご飯 切干大根チャプチェ風（博多和牛使用） ねぎ 椎茸　生姜　にんにく 砂糖

かぶとブロッコリーの 豆乳 牛乳 人参 玉ねぎ 　　キャベツ 米粉パン マーガリン

○ 　　　　の豆乳シチュー 鶏肉　ベーコン ブロッコリー きゅうり　かぶ じゃが芋　小麦粉 油 761

米粉パン チップスサラダ 白いんげん 水菜 しめじ　コーン　レモン ポテトチップス　砂糖

ミネストローネ きな粉 牛乳 トマト　パセリ キャベツ　玉ねぎ ねじりパン 油

○ ウインナーとキャベツのソテー ベーコン　ウインナー ヨーグルト 人参 コーン　セロリ じゃが芋　砂糖 802

揚げパン 一食ヨーグルト 白いんげん 豆苗 マッシュルーム ツイストマカロニ

麻婆豆腐 豆腐　シューマイ 牛乳 ねぎ 白ねぎ　 　きゅうり 米　　　麦 油

○ シューマイ（２個） 牛肉　豚肉 人参 キャベツ 　　　椎茸 春雨　でんぷん 825

麦ご飯 中華サラダ 焼き豚　みそ 生姜　にんにく 砂糖

チャンポンうどん 豚肉 牛乳 ほうれん草 キャベツ　玉ねぎ 米 ごま

○ ごま和え かまぼこ わかめ 人参 きゅうり　もやし うどん 704

わかめご飯（少なめ） さつま揚げ ねぎ きくらげ　生姜 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。

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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　　　　☆　　　　　　　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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　　　　２月の学校給食献立予定表
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今月使用予定の地場産（岡垣町周辺）食材

米 人参 キャベツ 菜の花 ねぎ 椎茸 ブロッコリー 小松菜

豆苗 いちご 水菜 かいわれ大根 白ねぎ ほうれん草

毎月１９日は「食育の日」

給食に関する標語 給食は 体を支える ヒーローだ 岡垣中学校 ３年 安永 莉子 さん

笑顔の輪 自然に作る 給食で 岡垣中学校 ２年 宮田 幸生 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。

※ 給食は栄養たっぷりですが、それを自分の体に届けるのは自分です。みなさん自身がヒーローなのです。しっかり栄養を届けてあげて下さい。

また今は給食時間、前を向いて静かに黙って給食を食べていますが、自然に笑顔になれるような、ホッとできる時間であってほしいと願います。

岡垣町イメージキャラクター びわりん＆びわすけ

☆お知らせ☆
今月は３年生のみなさんから希望があったメニューを取り入れています。（ゴシック文字で表示）

すべてのご希望にはお応えできなくてごめんなさい。３月には３年生だけにプラスαの卒業お祝いメニューも予定しています。

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

建 国 記 念 の 日

天 皇 誕 生 日

３年生中止

岡垣産夢つくし

※ 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。

３年生中止


