
 今月の宗像産

今月は7・14・21・28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。 　　

季節の野菜をたくさん食材に取り入れてみました。

☆お知らせ☆

25日・・・ラッキーディ  １4日・・・誕生会・食育の日

平成 28 年

日 曜

月

金

チーズ10g(未満児)
カミカミサラダ
ミニトマト(28g)

ラッシー
牛乳かん

クッパ風スープ

28 木

梅ごはん 牛乳（未満児） 牛乳・プロセスチーズ・白身
魚(すり身)・スキムミルク・
だいず・プロセスチーズ・あ
わせみそ・牛肉・塩わかめ・
ドリンクヨーグルト・鶏がら
だし

精白米・麦・ふりかけ・・砂
糖・パン粉・植物油・じゃがい
も・すりごま・マヨネーズ・い
りごま・ごま油・砂糖(三温糖)

たまねぎ・にんじん・きゅうり・ミニ
トマト・青ねぎ・にんにく(生)・みか
ん(缶詰)

ギョロッケ

バナナ・パセリ・ピーマン・サラダ
菜・かぼちゃ・たまねぎ・にんじん・
グリンピース・すいか

バナナ
すいか
クッキー

パセリごはん
魚のパン粉焼き
ベークドポテト
サラダ菜
チキンクリームシチュー

21 木

牛乳 牛乳・白身魚(切り身)・粉
チーズ・ベーコン・鶏肉・ス
キムミルク・鶏がらだし

精白米・麦・パン粉・マーガリ
ン・じゃがいも・バター・マヨ
ネーズ・植物油・小麦粉(薄力
粉)

コーン，クリーム(缶)・たまねぎ・に
んじん・さやいんげん・トマトピュー
レ・サラダ菜・トマト・オクラ・セロ
リ・りんごジュース

チーズ
りんごジュース
チーズケーキ

バタートースト
魚のクリームコーン焼き
えびとポテトのトマトソース
サラダ菜
オクラのスープ

14 木

牛乳 牛乳・プロセスチーズ・白身
魚(切り身)・ピザ用チーズ・
むきえび・鶏肉・鶏がらだし

食パン(サンドイッチ用)・小麦
粉(薄力粉)・かたくり粉・じゃ
がいも・植物油・砂糖(三温
糖)・チーズケーキ・マーガリ
ン

バナナ・トマト・ピーマン・トマトケ
チャプ・サラダ菜・きゅうり・にんじ
ん・オクラ・コーン，ホール(缶詰)・
すいか

バナナ
すいか
クッキー

彩りごはん
豚肉のピザ風オーブン焼き
サラダ菜
マカロニとハムのサラダ
天の川のスープ

7 木

牛乳 牛乳・豚肉(うす切り)・ピザ
用チーズ・ロースハム。鶏が
らだし

精白米・麦・ふりかけ・植物
油・マカロニ(乾)・マヨネー
ズ・そうめん(乾)・クッキー

しそ葉・・にんじん・グリンピース冷
凍・こまつな・コーン，ホール(缶
詰)・にら・えだまめ

ハイハイン
スキムミルク

冬瓜のそぼろ煮
小松菜の炒め物
にら玉スープ クラッカー

えだまめ

13
・
27

水

ごまごはん 牛乳 牛乳・鶏ひき肉・かつおぶ
し・むきえび・鶏卵・スキム
ミルク・鶏がらだし

ハイハイン・精白米・麦・すり
ごま・砂糖(三温糖)・かたくり
粉・植物油・クラッカー

デラウェア・キャベツ・にんじん・も
やし・たまねぎ・さやいんげん・しょ
うが・えのきたけ・青ねぎ

デラウェア
麦ごはん
揚げ魚のあんかけ
わかめスープ スキムミルク

おからマフィン

12
・
26

火

牛乳 牛乳・白身魚(切り身)・ロー
スハム・塩わかめ・スキムミ
ルク・鶏卵・おから・鶏がら
だし

精白米・麦・かたくり粉・植物
油・砂糖(三温糖)・ごま油・小
麦粉(薄力粉)・バター

メロン・たまねぎ・キャベツ・ブロッ
コリー・にんじん・トマト，ホール，
カット（缶詰)・トマトピューレ・な
す・ズッキーニ・にんにく(生)

メロン
ロールパン
ﾐｰﾄﾎﾞｰﾙｼﾁｭｰﾄﾏﾄ風味
ズッキーニとなすのソテー アイスクリーム

ウエハース

11
・
25

月

牛乳 牛乳・豚ひき肉・鶏卵・ロー
スハム・鶏がらだし

ロールパン・かたくり粉・じゃ
がいも・砂糖(三温糖)・オリー
ブ油・ウエハース・ラクトアイ
ス

キウイフルーツ・トマト・きゅうり・
乾しいたけヨーグルト キウイフルーツ

丸ボーロ
9
・
23

土

五目そうめん 牛乳 牛乳・鶏卵・鶏肉・含脂加糖
ヨーグルト・かつお・昆布だ
し

そうめん(乾)・砂糖(三温糖)・
丸ボーロ

ネーブル・にんじん・だいこん・ごぼ
う・さやいんげん・乾しいたけ・切干
だいこん・きゅうり・かぼちゃ・たま
ねぎ・青ねぎ・みかん(缶詰)・もも
(缶詰)・キウイフルーツ・さくらんぼ
(缶詰)

ネーブル
豆乳

麦ごはん
筑前煮
切干し大根の和え物
みそ汁 フルーツ寒天

8
・
22

金

牛乳 牛乳・鶏肉・厚揚げ・にぼ
し・まぐろ油漬(缶詰)・麦み
そ・豆乳・粉寒天

精白米・麦・じゃがいも・こん
にゃく・植物油・砂糖(三温糖)

メロン・しょうが・スイートコーン・
トマト・たまねぎ・キャベツ・にんじ
ん・マッシュルーム(水煮缶詰)・グリ
ンピース・にんにく

メロン
ぶどうパン
鶏のから揚げ
ゆでとうもろこし
ミネストローネスープ

スキムミルク
黒糖ゼリー

6
・
20

水

牛乳 牛乳・鶏肉・ベーコン・スキ
ムミルク・粉寒天・きな粉

ぶどうパン・かたくり粉・じゃ
がいも・植物油・黒砂糖

パインアップル缶詰・青ねぎ・レモン
果汁・きゅうり・だいこん・にんじ
ん・ごぼう・干しぶどう

麦ごはん
中華風冷奴 パイン缶

スキムミルクきゅうりの塩もみ
豚汁 レーズンスコーン

5
・
19

火

牛乳 牛乳・ロースハム・木綿豆
腐・かつおぶし・豚肉・油揚
げ・にぼし・米みそ・麦み
そ・スキムミルク・鶏卵

精白米・麦・すりごま・ごま
油・砂糖(三温糖)・じゃがい
も・こんにゃく・植物油・ホッ
トケーキミックス・無塩バター

たまねぎ・なす・にんじん・ズッキー
ニ・にんにく(生)・グリンピース冷
凍・トマト，ホール，カット（缶
詰)・コーン，ホール(缶詰)・トマト
ケチャプ・かぼちゃ・パセリ

ウエハース
麦ごはん
夏野菜のキーマカレー
かぼちゃとツナのサラダ
べーコンスープ

スキムミルク
煮干しと大豆のかりんとう

4
・
15

牛乳 牛乳・牛ひき肉・豚ひき肉・
まぐろ油漬(缶詰)・ベーコ
ン・スキムミルク・だいず
(いり)・煮干し。鶏がらだし

ウエハース・精白米・麦・植物
油・マヨネーズ・黒砂糖

もも(缶詰)・たまねぎ・にんじん・
ピーマン

シーフードスパゲティ
フルーツゼリー もも(缶)

牛乳
バームクーヘン

2
16
30

土

牛乳 牛乳・ベーコン・いか(短冊
切り)・むきえび・あさり・
粉チーズ

スパゲティ(乾)・植物油・オレ
ンジゼリー・バームクーヘン

デラウェア・しょうが・たまねぎ・に
んじん・ピーマン・サラダ菜・かぼ
ちゃ・青ねぎ

デラウェア
麦ごはん
牛肉のつけ焼き
サラダ菜
厚揚げとかぼちゃのみそ汁

豆乳
ココアホットケーキ

1
・
29

金

牛乳 牛乳・牛肉・厚揚げ・塩わか
め・にぼし・スキムミルク・
米みそ・麦みそ・豆乳・鶏卵

精白米・麦・砂糖(三温糖)・植
物油・かたくり粉・小麦粉(薄
力粉)・無塩バター

7月　給食献立表 2016.06.30

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




