
今月は11・19・23・30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◆

12日・・・ラッキーディ

19日・・・誕生会

平成 30 年

日 曜

1月　給食献立表 2018.1.4

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

4 木

牛丼 牛乳 牛乳・牛肉もも・鶏卵・木綿
豆腐・油揚げ・カットワカ
メ・煮干し

ハイハイン・精白米・麦・砂糖
(三温糖)・植物油・ドリンク
ヨーグルト・サブレ

にんじん・たまねぎ・青ねぎ
みそ汁 ハイハイン

飲むヨーグルト
サブレ

5 金

牛乳 牛乳・鶏卵・ウインナーソー
セージ・煮干・鶏肉・油揚
げ・煮干し

ウエハース・精白米・麦・じゃ
がいも・植物油・砂糖(三温
糖)・白玉ふ

たまねぎ・にんじん・パセリ・ブ
ロッコリー・だいこん・きゅうり・
生しいたけ・黄ピーマン・青ねぎ・
七草・はくさい

ウエハース
七草がゆ

麦ごはん
ウインナーのオムレット
ゆでブロッコリー
五色なます
清汁

6
・
20

土

牛乳 牛乳・ベーコン・スキムミル
ク

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・丸ボー
ロ

もも缶詰・えのきたけ・たまねぎ・
しめじ・にんじん・パセリ・みかん

きのこのスープスパゲティ
みかん もも缶

牛乳
丸ボーロ

9 火

牛乳 牛乳・鶏肉・焼き豆腐・かつ
お節・昆布・ロースハム・ス
キムミルク・鶏卵・まぐろ油
漬(缶詰)

精白米・雑穀・花麩・さといも
(冷凍)・こんにゃく・片栗粉・
砂糖(三温糖)・ごま油・ホット
ケーキミックス・マヨネーズ

りんご・にんじん・れんこん・ごぼ
う・さやいんげん・乾しいたけ・ブ
ロッコリー・カリフラワー・たまね
ぎ・パセリ

りんご
雑穀ごはん
だぶ
カリフラワーとブロッコリーのサラダ スキムミルク

ツナパン

10
・
24

水

牛乳 牛乳・プロセスチーズ・白身
魚・鶏卵・ロースハム・木綿
豆腐・スキムミルク・豚ひき
肉

ロールパン・片栗粉・ごま油・
砂糖(三温糖)・中華スープの
素・植物油・鶏がらだしの素・
じゃがいも・ホットケーキミッ
クス

しょうが・青ねぎ・トマト・ほうれ
んそう(生)・たまねぎ・にんじん・
パセリ

チーズ
スキムミルク
肉万十

ロールパン
シュンユイ
トマト
ほうれん草の五目炒め
コンソメスープ

12
・
26

金

麦ごはん 牛乳 牛乳・白身魚・赤色辛みそ・
塩わかめ・煮干・クリーム
チーズ・鶏卵

精白米・麦・上白糖・植物油・
ドリンクヨーグルト・小麦粉
(薄力粉)・無塩バター

もも缶詰・しょうが・サラダ菜・は
くさい・りんご・パセリ・干しぶど
う・みかん缶・えのきたけ

魚のみそ煮 もも缶
飲むヨーグルト
チーズ饅頭

サラダ菜
はくさいのサラダ
清汁

13
・
27

土

みそラーメン 牛乳 牛乳・焼き豚・赤色辛みそ・
含脂加糖ヨーグルト

中華めん・すりごま・中華スー
プの素・ごま油・鶏がらだしの
素・せんべい

バナナ・もやし・にんじん・青ね
ぎ・しょうがヨーグルト バナナ

せんべい
牛乳

15
・
29

月

牛乳 牛乳・まぐろ油漬(缶詰)・牛
肉もも・絹ごし豆腐・むきえ
び・スキムミルク

精白米・麦・じゃがいも・鶏が
らだしの素・コンソメ・マヨ
ネーズ・砂糖(三温糖)・食パン
(サンドイッチ用)・ピーナッツ
バター・グラニュー糖

ぽんかん・にんじん・キャベツ・た
まねぎ・だいこん・セロリ・きゅう
り・コーン，ホール(缶詰)・バナナ

ぽんかん
シーチキンごはん
ポトフ
洋風白和え スキムミルク

バナナトースト

16 火

牛乳 牛乳・白身魚・粉チーズ・焼
き竹輪・塩わかめ・煮干・米
みそ・スキムミルク・生ク
リーム（植物性）

ハイハイン・精白米・雑穀・小
麦粉(薄力粉)・パン粉・マヨ
ネーズ・植物油・すりごま・ご
ま油・じゃがいも・カステラ・
砂糖(三温糖)

たまねぎ・マッシュルーム水煮缶
詰・パセリ・ブロッコリー・こまつ
な・にんじん・いちご

ハイハイン
スキムミルク
いちごのケーキ

雑穀ごはん
魚のマヨネーズ焼き
ゆでブロッコリー
小松菜と竹輪の炒め物
みそ汁

17
・
31

水

牛乳 牛乳・豚肉ヒレ・鶏卵・鶏
肉・調整豆乳・スキムミルク

ロールパン・小麦粉(薄力粉)・
パン粉・植物油(揚げ吸油分)・
じゃがいも・鶏がらだしの素・
さつまいも・砂糖(三温糖)・
マーガリン

バナナ・トマトケチャプ・レタス・
キャベツ・たまねぎ・にんじん・セ
ロリ・パセリ

ロールパン
豚カツ バナナ

豆乳レタス
野菜スープ スイートポテト

18 木

牛乳 牛乳・牛肉もも・塩わかめ・
煮干・麦みそ・スキムミルク

精白米・麦・植物油・カレー
粉・緑豆はるさめ・ビスケット

パイン缶・たまねぎ・にんじん・
ピーマン・トマトケチャプ・キャベ
ツ・えのきたけ・青ねぎ・ぽんかん

パイン缶
麦ごはん
牛肉とたまねぎのカレー炒め
春雨のみそ汁 スキムミルク

ぽんかん
ビスケット

22 月

牛乳 牛乳・鶏肉・鮭・昆布・スキ
ムミルク・米みそ・調整豆
乳・鶏卵・粉チーズ

精白米・麦・カレー粉・砂糖
(三温糖)・植物油・小麦粉(薄
力粉)・バター・黒ごま

みかん・だいこん・にんじん・さや
いんげん・かぶ・キャベツ・青ねぎみかん

麦ごはん
鶏肉とだいこんのカレーじょうゆ煮

三平汁 豆乳
黒ごまとチーズ入りクッキー

25 木

牛乳 牛乳・がんもどき・ベーコ
ン・スキムミルク・生クリー
ム（植物性）・煮干し

精白米・麦・植物油・ごま油・
中華スープの素・砂糖(三温
糖)・片栗粉・コンソメ・小麦
粉(薄力粉)・バター・あずき
(乾)

いちご・にんじん・たけのこ(ゆ
で)・セロリ・さやいんげん・乾しい
たけ・チンゲンサイ・たまねぎ・
コーン，ホール(缶詰)

いちご
麦ごはん
がんもどきの中華風うま煮
チンゲン菜のミルクスープ ぜんざい

いりいりこ

11 木

麦ごはん 牛乳 牛乳・牛肉・塩わかめ・煮干
し

精白米・麦・上白糖・ごま油・
白ごま(いり)・ピーナッツバ
ター・砂糖(三温糖)・鶏がらだ
しの素・あずき(乾)・小麦粉
(薄力粉)

いちご・にんにく(生)・しょうが・
にんじん・こまつな・もやし・しめ
じ・赤ピーマン・黄ピーマン・さや
いんげん・たまねぎ・青ねぎ

ビビンバ丼風 いちご
ピーナツ和え ぜんざい
わかめスープ いりいりこ

19 金

麦ごはん 牛乳 牛乳・牛ひき肉・豚ひき肉・
鶏卵・スライスチーズ・まぐ
ろ油漬缶詰・むきえび・鶏卵

ウエハース・精白米・麦・パン
粉・植物油・マカロニ(乾)・マ
ヨネーズ・鶏がらだしの素・片
栗粉・りんごジュース・チーズ
ケーキ

たまねぎ・レタス・きゅうり・にん
じん・ブロッコリー・セロリチーズハンバーグ ウエハース

リンゴジュース
チーズケーキ

レタス
マカロニサラダ
ブロッコリーとえびの卵スープ

23 火

牛乳 牛乳・鶏肉・厚揚げ・焼き竹
輪・煮干・いか・豚ひき肉・
スキムミルク・鶏卵・まぐろ
油漬(缶詰)

精白米・雑穀・さといも(冷
凍)・こんにゃく・植物油・砂
糖(三温糖)・マヨネーズ・ごま
油・すりごま・鶏がらだしの
素・ホットケーキミックス

りんご・にんじん・だいこん・ごぼ
う・さやいんげん・乾しいたけ・ブ
ロッコリー・はくさい・にら・しょ
うが・たまねぎ・パセリ

りんご
スキムミルク

雑穀ごはん
筑前煮(里芋）
ブロッコリーといかのサラダ
はくさいのスープ ツナパン

30 火

牛乳 牛乳・鮭(切り身)・鶏卵・
ベーコン・木綿豆腐・煮干・
あわせみそ・スキムミルク・
生クリーム（植物性）

ハイハイン・精白米・雑穀・小
麦粉(薄力粉)・パン粉・植物
油・マヨネーズ・ごま油・砂糖
(三温糖)・白ごま(いり)・カス
テラ

たまねぎ・パセリ・だいこん・きゅ
うり・はくさい・にんじん・いちごハイハイン

雑穀ごはん
鮭フライ　タルタルソース

だいこんの中華和え
白菜とベーコンのみそ汁

スキムミルク
いちごのケーキ




