
今月は6・7・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。
季節の野菜を食材にたくさん取り入れてみました。

☆今月の宗像産☆ ◆お知らせ◆

ラッキーディ・・・11日

誕生会・・・6日

平成 29 年

日 曜

牛乳・鶏卵・鶏肉・かつお
節・昆布・牛乳

そうめん(乾)・砂糖(三温
糖)・丸ボーロ

7月　給食献立表 2017.6.30

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

1
15
29

土

五目そうめん 牛乳

牛乳・牛ひき肉・豚ひき
肉・まぐろ油漬缶詰

精白米・麦・鶏がらだしの
素・植物油・カレールウ・マ
ヨネーズ・ラクトアイス・ウ
エハース

キウイフルーツ・きゅうり・トマ
ト・乾しいたけ・すいかすいか キウイフルーツ

牛乳
丸ボーロ

3
・
31

月

麦ごはん 牛乳

牛乳・鶏肉・ベーコン・ス
キムミルク・粉寒天・調整
豆乳

ぶどうパン・片栗粉・植物油
(揚げ吸油分)・じゃがいも・
鶏がらだしの素・植物油・ゆ
であずき(缶詰)・砂糖(三温
糖)

バナナ・ほうれんそう(生)・たまね
ぎ・パセリ・なす・にんじん・ズッ
キーニ・にんにく(生)・グリンピー
ス・トマト，ホール，カット（缶
詰)・コーン，ホール(缶詰)

野菜スープ バナナ
夏野菜のキーマカレー アイスクリーム
かぼちゃとツナのサラダ ウエハース

4
・
18

火

牛乳

牛乳・ロースハム・木綿豆
腐・かつお節・豚肉もも・
油揚げ・煮干・米みそ・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・ホットケー
キミックス・無塩バター

メロン・しょうが・にんにく(生)・
とうもろこし・たまねぎ・キャベメロン

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

スキムミルク
きょうだいかん

5 水

麦ごはん 牛乳

牛乳・白身魚・鶏卵・鶏
肉・調整豆乳・鶏卵

ハイハイン・精白米・雑穀・
小麦粉(薄力粉)・植物油・
マーガリン・マヨネーズ・鶏
がらだしの素・砂糖(三温
糖)・ピュアココア

ツ・トマト・マッシュルーム(缶
詰)・にんじん・グリーンピース

ネーブル・青ねぎ・きゅうり・レモ
ン果汁・だいこん・にんじん・ごぼ
う・こまつな・干しぶどう

中華風冷奴 ネーブル
豚汁 スキムミルク

レーズンスコーン

20 木

雑穀ごはん 牛乳

牛乳・煮干・米みそ・鶏
肉・だいず(水煮）・野菜昆
布・まぐろ油漬缶詰・スキ
ムミルク・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)・オレンジジュース

たまねぎ・パセリ・レタス・トマ
ト・オクラ・にんじん・セロリ・え
のきたけ

ムニエル
レタス

ハイハイン
豆乳

オクラのスープ アンパンマンクッキー

21 金

牛乳

牛乳・ベーコン・いか・む
きえび・粉チーズ・含脂加
糖ヨーグルト

スパゲティ(乾)・植物油・コ
ンソメ・バームクーヘン

ぶどう・かぼちゃ・たまねぎ・青ね
ぎ・ごぼう・にんじん・さやいんげ
ん・しょうが・切干だいこん・きゅ
うり・みかん缶

デラウエア
スキムミルク

麦ごはん
みそ汁
大豆の五目煮
切干だいこんの和え物 オレンジゼリー

8
・
22

土

牛乳

牛乳・プロセスチーズ・豚
ひき肉・鶏卵・芽ひじき
(乾)

ロールパン・片栗粉・じゃが
いも・鶏がらだしの素・コン
ソメ・上白糖・オリーブ油・
砂糖(三温糖)・カレー粉・ビ
スケット

もも缶詰・たまねぎ・にんじん・こ
まつな

シーフードスパゲティ
ヨーグルト もも缶

バームクーヘン

10
・
24

月

牛乳

牛乳・白身魚・塩わかめ・
スキムミルク・鶏卵・おか
ら・牛乳

精白米・麦・片栗粉・植物油
(揚げ吸油分)・植物油・砂糖
(三温糖)・鶏がらだしの素・
ごま油・小麦粉(薄力粉)・バ
ター

たまねぎ・キャベツ・グリーンアス
パラガス・にんじん・トマト，ホー
ル，カット（缶詰)・トマトピュー
レ・ズッキーニ・すいか

チーズ
ロールパン
ﾐｰﾄﾎﾞｰﾙｼﾁｭｰﾄﾏﾄ風味
ひじきとズッキーニのサラダ すいか

ビスケット

11 火

牛乳

牛乳・木綿豆腐・昆布・か
つお節・鶏ひき肉・むきえ
び・スキムミルク

ハイハイン・精白米・麦・砂
糖(三温糖)・片栗粉・植物
油・ドリンクヨーグルト・フ
ライドポテト

パイン缶・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・にんじん・
ほうれんそう(生)・青ねぎ

パイン缶
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

ネーブル

12
・
26

水

麦ごはん 牛乳

牛乳・白身魚・鶏卵・粉
チーズ・豚肉もも・木綿豆
腐・スキムミルク

精白米・雑穀・パン粉・マー
ガリン・植物油・小麦粉(薄力
粉)・鶏がらだしの素・クラッ
カー

にら・とうがん・にんじん・しめ
じ・グリンピース・こまつな・コー
ン，ホール(缶詰)・ネーブル

清汁 ハイハイン
冬瓜のそぼろ煮 ラッシー
小松菜の炒め物 フライドポテト

クラッカー
枝豆

13
・
27

木

雑穀ごはん 牛乳

牛乳・牛肉・厚揚げ・塩わ
かめ・煮干・スキムミル
ク・米みそ・調整豆乳・牛
乳・粉寒天

ウエハース・精白米・麦・す
りごま・砂糖(三温糖)・植物
油・片栗粉

ぶどう・パセリ・レタス・コーン，
クリーム(缶)・コーン，ホール(缶
詰)・たまねぎ・にんじん・えだま
め(冷凍)

デラウエア
スキムミルク

魚のパン粉焼き
レタス
豆腐のクリームコーンスープ

14
・
28

金

ごまごはん 牛乳

牛乳・白身魚・鶏卵・ロー
スハム

ハイハイン・精白米・麦・小
麦粉(薄力粉)・砂糖(三温
糖)・マヨネーズ・植物油(揚
げ吸油分)・緑豆はるさめ・植
物油・ごま油・鶏がらだしの
素

しそ葉・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・メロン・バナナ・も
も缶・パイン缶・みかん缶

ウエハース
豆乳

牛肉のつけ焼き
サラダ菜
厚揚げとかぼちゃのみそ汁 フルーツ杏仁

6 木

わかめごはん 牛乳

牛乳・昆布・鶏卵・しらす
干し・油揚げ・桜でんぶ(ピ
ンク)・かつお節・ぶたロー
ス・スキムミルク・粉寒天

精白米・砂糖(三温糖)・そう
めん(乾)・オレンジジュース

ふりかけ(わかめ)・たまねぎ・パセ
リ・きゅうり・トマト・さくらんぼ
(缶詰)・コーン，クリーム(缶)・に
んじん

魚南蛮 ハイハイン
リャンバンウースー リンゴジュース
コーンスープ チーズケーキ

7 金

七夕寿司 牛乳

牛乳・豚ひき肉・赤色辛み
そ・白身魚・スキムミル
ク・鶏卵

精白米・麦・植物油・ごま
油・砂糖(三温糖)・中華スー
プの素・片栗粉・ワンタンの
皮・鶏がらだしの素・ホット
ケーキミックス・無塩バター

ぶどう・にんじん・ごぼう・乾しい
たけ・きぬさや・オクラ・しょう
が・もやし・しめじ・サラダ菜・み
かん缶

天の川の清汁 デラウエア
豚肉の生姜焼き スキムミルク
サラダ菜 オレンジゼリー

19 水

牛乳

精白米・麦・乾燥マッシュポ
テト・小麦粉(薄力粉)・パン
粉・植物油(揚げ吸油分)・緑
豆はるさめ・砂糖(三温糖)・
ごま油・鶏がらだしの素

ネーブル・なす・ピーマン・しめ
じ・にんにく(生)・しょうが・にん
じん・青ねぎ・干しぶどう

ネーブル
麦ごはん
なすとピーマンの麻婆
白身魚のつるつるワンタンスープ スキムミルク

レーズンスコーン

25 火

牛乳 牛乳・プロセスチーズ・鶏
卵・鶏肉ささ身・調整豆
乳・クリームチーズ

パイン缶・かぼちゃ・パセリ・きゅ
うり・みかん缶・レモン果汁・たま
ねぎ・なす・トマト

麦ごはん
かぼちゃのコロッケ パイン缶

豆乳レモン酢和え
夏野菜スープ チーズ饅頭




