
今月は10・11・19・25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◆

10日・・・ラッキーディ

11日・・・誕生会・食育の日

平成 29 年

日 曜

5月　給食献立表 2017.4.28

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
・
18

牛乳 牛乳・鶏肉・木綿豆腐・米
みそ・塩わかめ・スキムミ
ルク

精白米・麦・植物油・鶏がら
だしの素・ごま油・クッキー

木

月
キウイフルーツ・たまねぎ・にんじ
ん・ピーマン・えのきたけ・青ね
ぎ・オレンジ

キウイフルーツ
麦ごはん
豆腐と鶏肉のみそ炒め
わかめスープ スキムミルク

オレンジ
クッキー

2 火

牛乳 牛乳・あじ・だいず(水
煮）・油揚げ・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)・かしわもち

パイン缶・トマトケチャプ・トマ
ト，ホール，カット（缶詰)・しょ
うが・レタス・だいこん・にんじ
ん・青ねぎ

パイン缶
麦ごはん
魚のトマトソース煮
レタス
呉汁

スキムミルク
かしわもち

6
・
20

土

ちゃんぽん 牛乳 牛乳・豚肉・いか・あさ
り・かまぼこ・含脂加糖
ヨーグルト

中華めん・中華スープの素・
鶏がらだしの素・せんべい

オレンジ・たまねぎ・キャベツ・も
やし・にんじん・乾しいたけ・青ね
ぎ・しょうが

ヨーグルト オレンジ
せんべい

8
・
22

月

麦ごはん 牛乳 牛乳・塩わかめ・煮干・米
みそ・牛肉もも・厚揚げ・
しらす干し・スキムミル
ク・鶏卵・プレーンヨーグ
ルト

精白米・麦・じゃがいも・こ
んにゃく・植物油・砂糖(三温
糖)・小麦粉(薄力粉)・マーガ
リン

あまなつ・たまねぎ・にんじん・ご
ぼう・さやいんげん・きゅうり・み
かん缶・レモン果汁

みそ汁 甘夏柑
うま煮
レモン酢和え

スキムミルク
バスブーサ

9
・
23

火

牛乳 牛乳・白身魚・粉チーズ・
木綿豆腐・かつお節・昆
布・生クリーム（植物性）

精白米・麦・オリーブ油・
じゃがいも・ドリンクヨーグ
ルト・ロールパン・砂糖(三温
糖)

キウイフルーツ・グリンピース・
しょうが・にんにく(生)・たまね
ぎ・トマト・エリンギ・グリーンア
スパラガス・こまつな・にんじん・
もも缶・みかん缶

キウイフルーツ
ピースごはん
いろいろ野菜と魚のｵｰﾌﾞﾝ焼き
小松菜と豆腐の清汁 飲むヨーグルト

フルーツサンド

10
・
24

水

牛乳 牛乳・鶏肉・スキムミル
ク・調整豆乳

精白米・麦・じゃがいも・植
物油・鶏がらだしの素・マー
ガリン・小麦粉(薄力粉)・砂
糖(三温糖)・コーンスター
チ・米粉・アーモンドパウ
ダー・上白糖

メロン・たまねぎ・にんじん・グリ
ンピース・キャベツ・りんご・きゅ
うり・干しぶどう・パセリ

メロン
麦ごはん
チキンクリームシチュー
りんごとキャベツのフレンチサラダ 豆乳

米粉クッキー

12
・
26

金

ロールパン 牛乳 牛乳・牛ひき肉・豚ひき
肉・鶏卵・スキムミルク

ハイハイン・ロールパン・植
物油・鶏がらだしの素・パン
粉・砂糖(三温糖)・片栗粉・
マーガリン

コーン，クリーム(缶)・たまねぎ・
にんじん・パセリ・さやいんげん・
トマトケチャプ・レタス・キャベ
ツ・パイン缶・きゅうり・かぼちゃ

コーンスープ ハイハイン
ミートローフ
レタス

スキムミルク
かぼちゃプリン

ハワイアンサラダ

13
・
27

土

焼きうどん 牛乳 牛乳・プロセスチーズ・豚
肉・かまぼこ・かつお節・
牛乳

うどん・ごま油・植物油・オ
レンジゼリー・バームクーヘ
ン

たまねぎ・キャベツ・もやし・にん
じん・青ねぎ・しょうがゼリー チーズ

牛乳
バームクーヘン

15
・
29

月

牛乳 牛乳・豚ひき肉・鶏卵・芽
ひじき(乾)・煮干・米み
そ・スキムミルク

精白米・麦・片栗粉・じゃが
いも・マヨネーズ・すりご
ま・クラッカー

オレンジ・青ねぎ・しょうが・にん
じん・キャベツ・切干だいこん・
きゅうり・えだまめ(冷凍)

オレンジ
麦ごはん
ひじき団子のスープ
切干大根のみそマヨネーズ和え スキムミルク

枝豆
クラッカー

16
・
30

火

牛乳 牛乳・塩わかめ・かつお
節・昆布・鶏肉・むきえ
び・鶏卵・高野豆腐・カッ
トわかめ・スキムミルク・
粉寒天

精白米・麦・植物油・砂糖(三
温糖)・ごま油・グラニュー
糖・メープルシロップ・オ
リーブ油・米粉

メロン・えのきたけ・たまねぎ・に
んじん・乾しいたけ・グリンピー
ス・コーン，ホール(缶詰)・トマ
ト・きゅうり・にんじん・ココナッ
ツミルク

メロン
麦ごはん
清汁
高野豆腐の八目煮
トマトとわかめのサラダ

スキムミルク
米粉のにんじんおやき

17
・
31

水

牛乳 牛乳・鶏ひき肉・ベーコ
ン・とろけるチーズ・白身
魚・いか(線切り)・調整豆
乳

ウエハース・ぶどうパン・植
物油・じゃがいも・オリーブ
油・コンソメ・甘納豆（あず
き）・砂糖(三温糖)

かぼちゃ・サラダ菜・トマト・たま
ねぎ・にんにく(生)・パセリ・バナ
ナ・もも缶・みかん缶・パイン缶・
りんご

ウエハース
豆乳

ぶどうパン
かぼちゃと挽肉のホイル焼き
サラダ菜
ブイヤベース ﾌﾙｰﾂみつ豆

11 木

牛乳 牛乳・鶏ひき肉・鶏卵・白
身魚・ベーコン

精白米・麦・砂糖(三温糖)・
片栗粉・植物油(揚げ吸油
分)・じゃがいも・マヨネー
ズ・緑豆はるさめ・植物油・
鶏がらだしの素・りんご
ジュース・チーズケーキ

もも缶・きぬさや・しょうが・きゅ
うり・にんじん・ミニトマト・たま
ねぎ・青ねぎ

もも缶
三色ごはん
魚のから揚げ
カリカリベーコンのポテトサラダ リンゴジュース

チーズケーキミニトマト
春雨スープ

19 金

牛乳 牛乳・鶏肉・鮭(切り身)・
あわせみそ・まぐろ油漬缶
詰・塩わかめ・かつお節・
昆布・スキムミルク

精白米・麦・砂糖(三温糖)・
植物油・ごま油・上白糖・手
まり麩・フランスパン・マー
ガリン・グラニュー糖

パイン缶・たけのこ(ゆで)・にんじ
ん・乾しいたけ・たまねぎ・コー
ン，ホール(缶詰)・えのきたけ・青
ねぎ

パイン缶
スキムミルク

たけのこごはん
魚の西京焼き
新たまねぎのシーチキンサラダ
手まり麩の清汁 ラスク

25 木

麦ごはん 牛乳 牛乳・白身魚・鶏卵・油揚
げ・煮干・米みそ・スキム
ミルク・鶏卵

精白米・麦・小麦粉(薄力
粉)・白ごま(いり)・植物油
(揚げ吸油分)・砂糖(三温
糖)・バター

もも缶詰・さやいんげん・にんじ
ん・ミニトマト・キャベツ・たまね
ぎ・もやし・青ねぎ・バナナ

もも缶魚のいかだ揚げ
ミニトマト
季節の具だくさんみそ汁

スキムミルク
バナナケーキ




