
今月は12・15・19・21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・・・21日

平成 29 年

日 曜

キウイフルーツ・にんじん・たまね
ぎ・・きゅうり・トマト・青ねぎ・
キャベツ

ギョロッケ キウイフルーツ
春雨サラダ りんごジュース
トマトのかき玉汁 チーズケーキ21 木

わかめごはん 牛乳 牛乳・鶏肉・塩わかめ・白身
魚・スキムミルク・ロースハ
ム・鶏卵

精白米・麦・片栗粉・砂糖(三
温糖)・パン粉・植物油(揚げ
吸油分)・マヨネーズ・鶏がら
だしの素

ぶどう・たまねぎ・しめじ・生しい
たけ・マッシュルーム(缶詰)・えの
きたけ・レタス・ミニトマト・きゅ
うり・にんじん・コーン，ホール(缶
詰)・パセリ

ぶどう
スキムミルク

麦ごはん
ハンバーグ和風きのこソース
トマトとレタスのマヨサラダ
オニオンスープ 米粉のにんじんおやき19 火

牛乳 牛乳・牛ひき肉・豚ひき肉・
牛乳・鶏卵・まぐろ油漬(缶
詰)・ベーコン・スキムミル
ク・粉寒天

精白米・麦・パン粉・植物
油・砂糖(三温糖)・マヨネー
ズ・鶏がらだしの素・グラ
ニュー糖・メープルシロッ
プ・オリーブ油・米粉

しょうが・レタス・キャベツ・にん
じん・たまねぎ・コーン，ホール(缶
詰)・・トマト・マッシュルーム(缶
詰)・グリーンピース・もも缶・みか
ん缶

ロールパン
照り焼きチキン ハイハイン
レタス スキムミルク
コールスロー フルーツヨーグルト
ミネストローネ

15 金

牛乳 牛乳・鶏肉・ベーコン・スキ
ムミルク・プレーンヨーグル
ト

ハイハイン・ロールパン・砂
糖(三温糖)・マヨネーズ・
じゃがいも・鶏がらだしの
素・植物油

バナナ・トマトケチャプ・なす・
ズッキーニ・オクラ・サニーレタ
ス・ミニトマト・青ねぎ

バナナ
麦ごはん
豚カツ
ナスとズッキーニのサラダ
みそ汁

スキムミルク
グラノーラスコーン12 火

牛乳 牛乳・豚肉ヒレ・鶏卵・ベー
コン・木綿豆腐・塩わかめ・
油揚げ・煮干・米みそ・スキ
ムミルク

精白米・麦・小麦粉(薄力
粉)・パン粉・植物油(揚げ吸
油分)・オリーブ油・砂糖(三
温糖)・・ホットケーキミック
ス・植物油

ぶどう・生しいたけ・しめじ・たま
ねぎ・にんじん・乾しいたけ・グリ
ンピース・サラダ菜・こまつな・え
のきたけ

ぎせい豆腐 ぶどう
サラダ菜
小松菜の清汁

カルピスミルク
米粉蒸しパン

14
・
28

木

きのこごはん 牛乳 牛乳・鶏肉・焼きのり・鶏ひ
き肉・鶏卵・木綿豆腐・かつ
お節・昆布・スキムミルク・
乳酸菌飲料

精白米・麦・植物油・砂糖(三
温糖)・白玉ふ・甘納豆（あず
き）・米粉

パイン缶・コーン，クリーム(缶)・
たまねぎ・パセリ・しょうが・にん
にく(生)・にんじん・もやし・ほう
れんそう(生)

コーンスープ パイン缶
豆乳鶏肉のさっぱり煮

にんじんのグラッセ スキムモンブラン
ナムル

13
・
27

水

麦ごはん 牛乳 牛乳・鶏肉・ほしひじき・調
整豆乳・スキムミルク・生ク
リーム（植物性）

精白米・麦・植物油・鶏がら
だしの素・砂糖(三温糖)・バ
ター・じゃがいも・すりご
ま・ごま油・さつまいも・ク
ラッカー・くり甘露煮

バナナ・えのきたけ・にんじん・に
ら・トマト・キャベツ・ピーマンバナナ

スキムミルク
チーズトースト

清汁
稲穂揚げ
トマト
角天とキャベツの炒め物

26 火

麦ごはん 牛乳 牛乳・塩わかめ・煮干・鶏ひ
き肉・鶏卵・木綿豆腐・スキ
ムミルク・角天・スライス
チーズ

精白米・麦・片栗粉・植物油
(揚げ吸油分)・ごま油・中華
スープの素・食パン(サンド
イッチ用)

キウイフルーツ・オクラ・切干だい
こん・たまねぎ・にんじん・キャベ
ツ・りんご・グリンピース・トマト
ケチャプ・りんごジュース

キウイフルーツ
麦ごはん
魚のチーズピカタ
オクラのソテー
切り干し大根のカレースープ煮

スキムミルク
りんごゼリー

11
・
25

月

牛乳

牛乳・まぐろ油漬(缶詰)・あ
さり・牛乳

牛乳・白身魚・鶏卵・粉チー
ズ・豚肉・スキムミルク・粉
寒天

精白米・麦・小麦粉(薄力
粉)・植物油・鶏がらだしの
素・カレールウ・砂糖(三温
糖)

たまねぎ・にんじん・トマト，ホー
ル，カット（缶詰)・しめじ・生しい
たけ・パセリ・なし

きのこスパゲティ
なし ハイハイン

牛乳
9
・
30

土

牛乳

丸ボーロ

8
・
22

金

ハイハイン・スパゲティ
(乾)・植物油・コンソメ・丸
ボーロ

もも缶
ぶどうパン
ビーフシチュー
りんごとキャベツのフレンチサラダ

牛乳・牛肉・スキムミルク ぶどうパン・じゃがいも・
マーガリン・鶏がらだしの
素・ドミグラスソース・ビー
フシチューの素・植物油・砂
糖(三温糖)・ラクトアイス・
ウエハース

春雨のみそ汁 豆乳
豆腐レモンケーキ

牛乳

キウイフルーツ・にんじん・だいこ
ん・ごぼう・さやいんげん・乾しい
たけ・キャベツ・レモン果汁

もも缶詰・たまねぎ・にんじん・グ
リンピース・トマトケチャプ・トマ
トピューレ・キャベツ・りんご・
きゅうり・干しぶどう・パセリ

アイスクリーム
ウエハース

キウイフルーツ

バナナ・キャベツ・にんじん・きゅ
うり・コーン，ホール(缶詰)・トマ
ト・たまねぎ・かぼちゃ・セロリ・
パセリ

麦ごはん
豚肉のカレーマリネ バナナ
トマトスープ スキムミルク

豆乳ババロアいちごソースかけ

牛乳・豚肉・鶏肉・スキムミ
ルク・絹ごし豆腐・豆乳・粉
寒天

精白米・麦・片栗粉・カレー
粉・植物油(揚げ吸油分)・砂
糖(三温糖)・鶏がらだしの
素・いちごジャム

牛乳

精白米・麦・じゃがいも・こ
んにゃく・植物油・砂糖(三温
糖)・緑豆はるさめ・ホット
ケーキミックス・はちみつ・
バター・砂糖（三温糖）

7 木

麦ごはん 牛乳 牛乳・鶏肉・厚揚げ・焼き竹
輪・煮干・麦みそ・調整豆
乳。木綿豆腐・鶏卵

筑前煮

ぶどう・しょうが・とうがん・たま
ねぎ・にんじん・もやし・青ねぎ・
ココナッツミルク・きゅうり・にん
じん

ぶどう
麦ごはん
つみ入れ汁
油揚げときゅうりのごま酢和え スキムミルク

米粉のにんじんおやき

牛乳 牛乳・白身魚・鶏卵・煮干・
米みそ・スキムミルク・粉寒
天・油揚げ・

たまねぎ・パセリ・なす・にんじ
ん・根深ねぎ・にんにく(生)・しょ
うが・コーン，ホール(缶詰)・キャ
ベツ・きゅうり・かぼちゃ

卵スープ チーズ
麻婆なす スキムミルク
コーンのサラダ ふわふわかぼちゃケーキ

4
・
29

月
・
金

麦ごはん 牛乳

6
・
20

水

精白米・麦・片栗粉・じゃが
いも・グラニュー糖・メープ
ルシロップ・オリーブ油・米
粉・植物油・すりごま

5 火

牛乳・プロセスチーズ・鶏
卵・豚ひき肉・米みそ・スキ
ムミルク・豆乳

精白米・麦・鶏がらだしの
素・砂糖(三温糖)・中華スー
プの素・片栗粉・植物油・ご
ま油・ホットケーキミックス

オレンジ・キャベツ・たまねぎ・に
んじん・乾しいたけ・青ねぎ飲むヨーグルト オレンジ

ビスケット
2
・
16

土

皿うどん 牛乳 牛乳・豚肉・いか・かまぼ
こ・牛乳

植物油・コンソメ・砂糖(三温
糖)・片栗粉・ドリンクヨーグ
ルト・ビスケット

たまねぎ・にんじん・パセリ・コー
ン，ホール(缶詰)・ぶなしめじ・レ
タス・なす・トマト・ピーマン・に
んにく(生)・もも缶・みかん缶・バ
ナナ・パイン缶

ハイハイン
スキムミルク
フルーツヨーグルト

ロールパン
コンソメスープ
魚のとうふクリーム焼き
レタス
ラタトゥユ

1 金

牛乳 牛乳・木綿豆腐・鮭(切り
身)・絹ごし豆腐・米みそ・
スキムミルク・プレーンヨー
グルト

ハイハイン・ロールパン・鶏
がらだしの素・植物油・片栗
粉・コンソメ

9月　給食献立表 2017.08.31

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




