
今月は2・9・16・23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。

☆今月の宗像産☆ ◆お知らせ◆

15日・・・ラッキーディ

9日・・・誕生会・食育の日

平成 29 年

日 曜

麦ごはん
鮭とほうれんそうの

オイスターソース炒め
かぼちゃのごま煮
清汁

きのことベーコンの洋風
混ぜごはん

岩石揚げ
ブロッコリーといかのサラダ
わかめスープ

2月　給食献立表 2017・1・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 牛乳・白身魚・鶏卵・かつお節・
昆布・スキムミルク

精白米・麦・砂糖(三温糖)・ごま油・
植物油・片栗粉・小麦粉(薄力粉)・
マーガリン

いちご・青ねぎ・しょうが・にんに
く(生)・ミニトマト・コーン，ク
リーム(缶)・にんじん・たまねぎ・
パセリ・干しぶどう

いちご
スキムミルク

魚の香味焼き
ミニトマト
クリームコーンのかき玉スープ レーズンスティック

3
・
17

金

牛乳 牛乳・鮭・塩わかめ・煮干・スキ
ムミルク

精白米・麦・植物油・砂糖(三温糖)・
ねりごま・クッキー

りんご・たまねぎ・ほうれんそう
(生)・もやし・にんじん・にんにく
(生)・かぼちゃ・えのきたけ・いよ
かん

りんご
スキムミルク
クッキー
いよかん

4
・
18

土

牛乳 牛乳・ベーコン・スキムミルク・
含脂加糖ヨーグルト

ウエハース・スパゲティ(乾)・植物
油・マーガリン・小麦粉(薄力粉)・鶏
がらだしの素・コンソメ・サブレ

えのきたけ・たまねぎ・しめじ・に
んじん・パセリ

きのこのスープスパゲティ
ヨーグルト ウエハース

サブレ

6
・
20

月

麦ごはん 牛乳 牛乳・いわし(開き)・いか(線切
り)・塩わかめ・煮干・米みそ・
スキムミルク

精白米・麦・片栗粉・植物油(揚げ吸
油分)・砂糖(三温糖)・ごま油・さつ
まいも

ぽんかん・しょうが・レタス・ほう
れんそう(生)・もやし・だいこん・
パイン缶

魚の揚げ煮 ぽんかん
スキムミルク
さつまいものパイン煮

レタス
中華和え
みそ汁

7
・
21

火

しらすごはん 牛乳 牛乳・しらす干し・鶏肉・うずら
卵水煮缶詰・厚揚げ・煮干・昆
布・麦みそ・塩わかめ・調整豆
乳・鶏卵

精白米・麦・さといも(冷凍)・こん
にゃく・砂糖(三温糖)・白いんげんま
め(乾)・ホットケーキミックス・植物
油

バナナ・にんじん・だいこん・にん
じん・えのきたけ・コーン，ホール
(缶詰)

みそおでん バナナ
煮豆 豆乳
清汁 スイートコーンの

パンケーキ

8
・
22

水

麦ごはん 牛乳 牛乳・豚肉・むきえび・かに(缶
詰)・だいず(水煮）・かつお節・
米みそ・スキムミルク・生クリー
ム（植物性）

精白米・麦・すりごま・砂糖(三温
糖)・植物油・ごま油・じゃがいも・
オリーブ油・ロールパン

いよかん・キャベツ・もやし・にん
じん・ピーマン・たまねぎ・セロ
リ・パセリ・にんにく(生)・トマト
ジュース・もも缶・みかん缶

野菜のごま炒め いよかん
和風ブイヤベース スキムミルク

フルーツサンド

10
・
24

金

牛乳 牛乳・鶏卵・木綿豆腐・プロセス
チーズ・ほしひじき・しらす干
し・豚肉・かまぼこ・スキムミル
ク・煮干し・米みそ

ウエハース・ロールパン・植物油・白
ごま(いり)・鶏がらだしの素・小麦粉
(薄力粉)

たまねぎ・にんじん・トマトケチャ
プ・ミニトマト・キャベツ・パセ
リ・はくさい・青ねぎ・乾しいたけ

ウエハース
みそすいとん

ロールパン
豆腐とチーズの卵焼き
ミニトマト
ひじきとキャベツの炒め物
野菜スープ

25 土

肉うどん 牛乳 牛乳・牛肉もも・鶏卵・かつお
節・昆布

うどん・砂糖(三温糖)・植物油・バー
ムクーヘン

バナナ・たまねぎ・にんじん・青ね
ぎ・ぽんかんぽんかん バナナ

牛乳
バームクーヘン

13
・
27

月

牛乳 牛乳・プロセスチーズ・牛肉も
も・鶏卵・かつお節・厚揚げ・塩
わかめ・煮干・スキムミルク・あ
わせみそ

精白米・麦・しらたき(糸こんにゃ
く)・植物油・砂糖(三温糖)・さとい
も(冷凍)・サブレ

サブレ
いちご

ごぼう・たまねぎ・にんじん・青ね
ぎ・いちごチーズ

麦ごはん
牛肉の柳川煮
厚揚げとさといものみそ汁 スキムミルク

14
・
28

火

ぶどうパン 牛乳 牛乳・白身魚・鶏卵・豚肉・煮
干・調整豆乳・スキムミルク

ぶどうパン・片栗粉・植物油(揚げ吸
油分)・ごま油・さつまいも・こしあ
ん・ホットケーキミックス・植物油

パイン缶・たまねぎ・にんじん・グ
リーンピース・コーン，ホール(缶
詰)・ブロッコリー・えのきたけ・し
めじ・青ねぎ・乾しいたけ・しょう
が

魚の落とし揚げ パイン缶
ゆでブロッコリー 豆乳
中華スープ いきなり団子

2 木

牛乳 牛乳・ベーコン・芽ひじき(乾)・
だいず(水煮）・鶏卵・いか・塩
わかめ・きな粉

精白米・麦・バター・さつまいも・小
麦粉(薄力粉)・植物油(揚げ吸油分)・
マヨネーズ・ごま油・すりごま・鶏が
らだしの素・ドリンクヨーグルト・砂
糖(三温糖)

もも缶詰・生しいたけ・しめじ・え
のきたけ・青ねぎ・ブロッコリー・
にんじん・たまねぎ

もも缶
飲むヨーグルト
きな粉入りかりんとう

9 木

牛乳 牛乳・牛ひき肉・プロセスチー
ズ・鶏卵・まぐろ油漬缶詰・油揚
げ・煮干・米みそ・生クリーム
（植物性）

ハイハイン・精白米・麦・ふりかけ・
じゃがいも・パン粉・小麦粉(薄力
粉)・植物油(揚げ吸油分)・植物油・
砂糖(三温糖)・オレンジジュース・
ロールケーキ

にんじん・たまねぎ・キャベツ・
きゅうり・パセリ・はくさい・だい
こん・青ねぎ・もも缶・みかん缶

ハイハイン
オレンジジュース

彩りごはん
チーズコロッケ
フレンチサラダ
季節の具だくさんみそ汁 ロールケーキ

16 木

牛乳 牛乳・ロースハム・牛肉もも・プ
レーンヨーグルト・ベーコン・鶏
卵・牛乳・きな粉

食パン(サンドイッチ用)・ソフトマー
ガリン・マヨネーズ・フライドポテ
ト・植物油(揚げ吸油分)・植物油・鶏
がらだしの素・ドリンクヨーグルト・
小麦粉(薄力粉)

もも缶詰・サラダ菜・ミニトマト・
さやいんげん・もも缶・みかん缶・
エリンギ・しめじ・えのきたけ・た
まねぎ・にんじん・パセリ

もも缶
飲むヨーグルト
きな粉入りかりんとう

ハムサンド
ミニトマト
牛肉とフライドポテトのソテー
フルーツヨーグルト
きのこスープ

23 木

雑穀ごはん 牛乳 牛乳・鶏肉・はんぺん・牛肉も
も・スキムミルク・鶏卵

ハイハイン・精白米・雑穀・小麦粉
(薄力粉)・植物油・すりごま・マヨ
ネーズ・じゃがいも・カレー粉・カ
レールウ・鶏がらだしの素・マーガリ
ン・グラニュー糖・スライスアーモン
ド

キャベツ・にんじん・きゅうり・た
まねぎ・コーン，ホール(缶詰)・さ
やいんげん・トマトケチャプ

ハイハインチキンソテー
はんぺんのサラダ
カレー煮

スキムミルク
アーモンドココアクッキー




