
 今月の宗像産
今月は９・１６・２３・２９日に宗像産の野菜をたくさん取り入れた献立をたてました。 

季節の野菜を食材にたくさん取り入れてみました。

☆お知らせ☆

ラッキーデイ・・・5日    誕生会・・・ ２３日

平成 28 年

日 曜

スキムミルク
黒ごまとチーズ入りクッキー

スキムミルク
小倉蒸しパン

スキムミルク
びわ
クッキー

丸ボーロ

スキムミルク
バナナ
クッキー

スキムミルク
きな粉よせ

スキムミルク
オートミールマフィン

スキムミルク
プリン

カレーサンド

スキムミルク
スキムチョコレートバー

フレンチドッグ

フルーツみつ豆

ロールケーキ

フルーツゼリー

6月　給食献立表 2016・05・31

昼食 おやつ 赤:血や肉になる 黄:熱や力となる 緑:調子をととのえる

1
・
15

水

麦ごはん 牛乳（未満児） 牛乳・豚肉(角きり)・木綿
豆腐・塩わかめ・スキムミ
ルク・鶏卵・粉チーズ

精白米・麦・かたくり粉・植
物油・砂糖・小麦粉(薄力
粉)・砂糖(三温糖)・バ
ター・黒ごま

甘夏かん・しょうが・たまねぎ・
にんじん・ピーマン・トマトケ
チャプ・えのきたけ

酢豚 甘夏かん（未満児）
清汁

2
・
30

木

牛乳（未満児） 牛乳・白身魚(切り身)・ピ
ザ用チーズ・芽ひじき
(乾)・木綿豆腐・スキムミ
ルク・鶏卵

雑穀・精白米・小麦粉(薄力
粉)・植物油・すりごま・ご
ま油・ゆであずき・砂糖(三
温糖)

パインアップル缶詰・たまねぎ・
にんじん・ピーマン・トマトケ
チャプ・ミニトマト・こまつな・
きゅうり・コーン，ホール(缶
詰)・パセリ

パイン缶　未満児
雑穀ごはん
白身魚の焼カレー風
ミニトマト
小松菜ととひじきの和え物
コンソメスープ

3
・
17

金

牛乳（未満児） 牛乳・プロセスチーズ・豚
肉(うす切り)・だいず(ゆ
で)・かに(缶詰)・鶏肉・鶏
卵・スキムミルク

精白米・麦・植物油・砂糖
(三温糖)・かたくり粉

ごぼう・にんじん・根深ねぎ・さ
やいんげん・しょうが・ほうれん
そう(生)・乾しいたけ・びわ

チーズ(未満児)
麦ごはん
大豆と豚肉の黒酢煮
かにスープ

4
・
18

土

牛乳（未満児） 牛乳・豚ひき肉・赤色辛み
そ

中華めん・植物油・ごま油・
砂糖(三温糖)・かたくり粉

もも(缶詰)・たまねぎ・にんじ
ん・ピーマン・しょうが・乾しい
たけ・オレンジ

炸醤麺（ジャージャーメン）
オレンジ もも(缶)(未満児)

牛乳

6
・
20

月

牛乳（未満児） 牛乳・しらす干し・牛肉・
いか(短冊切り)・厚揚げ・
野菜昆布・油揚げ・にぼ
し・スキムミルク・米み
そ・麦みそ

ハイハイン・精白米・麦・
じゃがいも・こんにゃく・植
物油・砂糖(三温糖)

にんじん・しそ葉・さやいんげ
ん・しょうが・切干だいこん・な
す・青ねぎ・バナナ

ハイハイン
キャロットごはん
鳴門煮
切干しだいこんのみそ汁

7
・
21

火

牛乳（未満児） 牛乳・鶏卵・ロースハム・
かにかまぼこ・まぐろ油漬
(缶詰)・スキムミルク・粉
寒天・きな粉・調整豆乳

ロールパン・マーガリン・マ
ヨネーズ・じゃがいも・上新
粉・砂糖(三温糖)・黒砂糖

メロン・たまねぎ・グリンピース
冷凍・サラダ菜・キャベツ・にん
じん・コーン，ホール(缶詰)・パ
セリ

メロン(未満児)
ロールパン
シーフードオムレツ
サラダ菜
コールスロー
野菜スープ

8
・
22

水

牛乳（未満児） 牛乳・白身魚(角切り)・鶏
卵・厚揚げ・にぼし・スキ
ムミルク・麦みそ

精白米・麦・小麦粉(薄力
粉)・じゃがいも・オート
ミール・砂糖(三温糖)・マー
ガリン

キウイフルーツ・コーン，ホール
(冷凍)・にんじん・グリンピース
冷凍・さやいんげん・たまねぎ・
青ねぎ・りんご・干しぶどう

キウイフルーツ(未満児)
麦ごはん
あじさい揚げ
ゆでいんげん
じゃがいものみそ汁

10
・
24

金

麦ごはん 牛乳（未満児） 牛乳・鶏ひき肉・おから・
油揚げ・かつおぶし・いわ
し(すり身)・鶏卵・にぼ
し・スキムミルク・麦みそ

精白米・麦・植物油・砂糖
(三温糖)・かたくり粉・じゃ
がいも・プリン

オレンジ・ごぼう・にんじん・き
ぬさや・乾しいたけ・しょうが・
だいこん・たまねぎ・青ねぎ

うの花のいり煮 オレンジ
つみ入れ汁

11
・
25

土

五目うどん 牛乳（未満児） 牛乳・鶏卵・鶏肉・かまぼ
こ

ウエハース・干しうどん・砂
糖(三温糖)・バームクーヘ
ン・ドリンクヨーグルト

乾しいたけ・ほうれんそう(生)・
にんじん飲むヨーグルト ウエハース(未満児)

バームクーヘン

13
・
27

月

牛乳（未満児） 牛乳・ちくわ・あおのり・
鶏卵・いか(線切り)・にぼ
し・豆乳・豚ひき肉

精白米・麦・小麦粉(薄力
粉)・マヨネーズ・ごま油・
すりごま・白玉ふ・食パン
(サンドイッチ用)・植物油・
パン粉・カレールウ

メロン・ミニトマト・グリーンア
スパラガス・にんじん・生しいた
け・青ねぎ・たまねぎ・トマトケ
チャプ

メロン(未満児)

豆乳

麦ごはん
竹輪の磯辺揚げ
ミニトマト
グリーンアスパラといかのサラダ
清汁

14
・
28

火

牛乳（未満児） 牛乳・牛ひき肉・鶏卵・木
綿豆腐・米みそ・スキムミ
ルク

ぶどうパン・パン粉・ごま
油・植物油・じゃがいも・小
麦粉(薄力粉)・砂糖(三温
糖)・マーガリン・くるみ・
ココナッツパウダー

バナナ・たまねぎ・サラダ菜・
キャベツ・にんじん・セロリ・パ
セリ・干しぶどう

ぶどうパン
豆腐のハンバーグ バナナ(未満児)
サラダ菜
野菜スープ

9 木

牛乳（未満児） 牛乳・さけフレーク・牛
肉・ロースハム・プロセス
チーズ・鶏卵・豆乳・フラ
ンクフルトソーセージ・ス
キムミルク

精白米・しらたき(糸こん
にゃく)・砂糖(三温糖)・
シェルマカロニ・マヨネー
ズ・かたくり粉・小麦粉(薄
力粉)

バナナ・梅干し・ごぼう・にんじ
ん・さやいんげん・しょうが・
コーン，ホール(缶詰)・きゅう
り・サラダ菜・トマト・たまね
ぎ・青ねぎ

バナナ(未満児)

豆乳

あじさいごはん
牛肉とごぼうの甘辛煮
マセドアンサラダ
サラダ菜
卵とトマトのかき玉汁

16 木

牛乳（未満児） 牛乳・鮭(切り身)・鶏卵・
豚肉もも・油揚げ・スキム
ミルク

精白米・麦・小麦粉(薄力
粉)・パン粉・スパゲティ
(乾)・オリーブ油・甘納豆
（あずき）・砂糖(三温糖)・
カレールウ

パインアップル缶詰・パセリ・た
まねぎ・トマト・しそ葉・レモン
果汁・葉ねぎ・メロン・バナナ・
もも(缶詰)・パインアップル(缶
詰)・みかん(缶詰)

パイン缶　未満児
パセリごはん
鮭フライタルタルソース
トマトのカッペリーニ
和風カレースープ スキムミルク

23 木

牛乳（未満児） 牛乳・豚肉(線切り)・干し
えび・むきえび・スキムミ
ルク・ロースハム・鶏卵・
豚肉もも・絹ごし豆腐・生
クリーム

精白米・ごま油・かたくり
粉・マヨネーズ・砂糖(三温
糖)・植物油・緑豆はるさ
め・ロールケーキ

バナナ・たけのこ(ゆで)・にんじ
ん・乾しいたけ・グリンピース冷
凍・しょうが・パセリ・きゅう
り・トマト・さくらんぼ(缶詰)・
青ねぎ・オレンジジュース・もも
缶詰

バナナ(未満児)
中華風炊き込みごはん
エビマヨ
冷拌五絲（ﾘｬﾝﾊﾞﾝｳｰｽｰ）
サンラータン オレンジジュース

29 水

牛乳（未満児） 牛乳・鶏肉もも・鶏卵・え
び・米みそ・豚肉・スキム
ミルク

精白米・麦・小麦粉(薄力
粉)・砂糖(三温糖)・マヨ
ネーズ・すりごま・植物油・
オレンジゼリー

甘夏かん・たまねぎ・パセリ・え
んこん・グリーンアスパラガス・
コーン，ホール(缶詰)・トマト・
かぼちゃ・にんじん・セロリ・サ
ラダ菜

甘夏かん（未満児）

スキムミルク

麦ごはん
チキン南蛮
えびとれんこんのサラダ
トマトスープ
サラダ菜




