
平成 30 年

日 曜

2月　給食献立表 2018.01.31

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

木

雑穀ごはん 牛乳 牛乳・牛肉もも・スキムミル
ク・はんぺん・鶏卵

精白米・雑穀・じゃがいも・
植物油・カレー粉・カレール
ウ・鶏がらだしの素・すりご
ま・マヨネーズ・ホットケー
キミックス

パイン缶・たまねぎ・にんじん・コーン，ホール(缶
詰)・さやいんげん・トマトケチャプ・キャベツ・きゅう
り

カレー煮 パイン缶
はんぺんのサラダ スキムミルク

スイートコーンのパンケーキ

16 金

麦ごはん 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・丸ボー
ロ

いちご・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・いよかん鮭とほうれんそうのオイスターソース炒め いちご

かぼちゃのごま煮 スキムミルク
清汁 丸ボーロ

いよかん

3
・
17

土

汁ビーフン 牛乳 牛乳・豚肉・いか・含脂加糖
ヨーグルト

ビーフン・中華スープの素・
植物油・ごま油・鶏がらだし
の素・せんべい

バナナ・キャベツ・たまねぎ・にんじん・もやし・ピー
マン・乾しいたけ・しょうがヨーグルト バナナ

せんべい

5
・
19

月

麦ごはん 牛乳 牛乳・白身魚・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・上白
糖・ごま油・砂糖(三温糖)・
ホットケーキミックス・植物
油

ぽんかん・しょうが・レタス・ほうれんそう(生)・もや
し・だいこん魚の揚げ煮 ぽんかん

レタス スキムミルク
中華和え グラノーラスコーン
みそ汁

6
・
20

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・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)・
小麦粉(薄力粉)・マーガリン

バナナ・にんじん・だいこん・干しぶどう

みそおでん バナナ
煮豆 豆乳

レーズンスティック

7 水

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

精白米・麦・じゃがいも・オ
リーブ油・すりごま・砂糖
(三温糖)・植物油・ごま油・
食パン(サンドイッチ用)

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

和風ブイヤベース いよかん
野菜のごま炒め スキムミルク

フルーツサンド

8
・
22

木

雑穀ごはん 牛乳 牛乳・牛ひき肉・豚ひき肉・
鶏卵・油揚げ・煮干・米み
そ・スキムミルク・エバミル
ク

ハイハイン・精白米・雑穀・
じゃがいも・パン粉・小麦粉
(薄力粉)・黒砂糖・植物油

たまねぎ・にんじん・サラダ菜・はくさい・だいこん・
青ねぎコロッケ ハイハイン

サラダ菜 スキムミルク
季節の具だくさんみそ汁 マーラーカオ

23 金

ロールパン 牛乳 牛乳・鶏卵・木綿豆腐・プロ
セスチーズ・鶏肉ささ身（そ
ぎ切り）・芽ひじき(乾)・豚
肉・かまぼこ・スキムミル
ク・煮干し・米みそ

ロールパン・植物油・鶏がら
だしの素・小麦粉(薄力粉)

いちご・たまねぎ・にんじん・トマトケチャプ・トマ
ト・だいこん・きゅうり・パセリ・はくさい・青ねぎ・
乾しいたけ

豆腐とチーズの卵焼き いちご
トマト みそすいとん
ひじきのマリネ
野菜スープ

10
・
24

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

26 月

麦ごはん 牛乳 牛乳・プロセスチーズ・白身
魚・鶏卵・豚肉・煮干・スキ
ムミルク

精白米・麦・片栗粉・植物油
(揚げ吸油分)・ごま油・サブ
レ

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・いちご

魚の落とし揚げ チーズ
ゆでブロッコリー スキムミルク
中華スープ サブレ

いちご

13
・
27

火

麦ごはん 牛乳 牛乳・豚ひき肉・赤色辛み
そ・鶏肉ささ身（そぎ切
り）・かつお節・昆布・スキ
ムミルク・鶏卵・プレーン
ヨーグルト

精白米・麦・緑豆はるさめ・
植物油・砂糖(三温糖)・中華
スープの素・片栗粉・ごま
油・小麦粉(薄力粉)・マーガ
リン

もも缶詰・たまねぎ・にんじん・青ねぎ・にんにく
(生)・しょうが・しめじ・ほうれんそう(生)・えのきた
け・生しいたけ・レモン果汁

麻婆春雨 もも缶
鶏ささみときのこのスープ スキムミルク

バスブーサ

28 水

ロールパン 牛乳 牛乳・牛ひき肉・豚ひき肉・
鶏卵・木綿豆腐・スキムミル
ク

ロールパン・植物油・パン
粉・マーガリン・小麦粉(薄
力粉)・鶏がらだしの素・ド
リンクヨーグルト・プリン

りんご・キャベツ・たまねぎ・ピーマン・レタス・コー
ン，クリーム(缶)・にんじん・パセリ焼きメンチカツ りんご

レタス 飲むヨーグルト
コーンスープ プリン

2 金

恵方巻き 牛乳 牛乳・さけフレーク・鶏卵・
ウインナーソーセージ・焼き
のり・豚肉もも・煮干・米み
そ・だいず(水煮）・スキム
ミルク

精白米・上白糖・マヨネー
ズ・さといも(冷凍)・こん
にゃく・小麦粉(薄力粉)・砂
糖(三温糖)

いちご・きゅうり・だいこん・にんじん・たまねぎ・ご
ぼう・青ねぎ・ぽんかん豚汁 いちご

ぽんかん スキムミルク
鬼まんじゅう

9 金

ロールパン 牛乳 牛乳・むきえび・鶏卵・ベー
コン・生クリーム（植物性）

ロールパン・片栗粉・植物油
(揚げ吸油分)・砂糖(三温
糖)・鶏がらだしの素・オレ
ンジジュース・マロンケーキ

いちご・根深ねぎ・キャベツ・にんにく(生)・トマトケ
チャプ・ブロッコリー・だいこん・ほうれんそう(生)・
にんじん・もも缶・みかん缶

エビチリ いちご
ゆでブロッコリー オレンジジュース
ベーコンスープ マロンケーキ

14 水

ジャムサンド（りんご） 牛乳 牛乳・鶏肉・白身魚・スキム
ミルク・牛肉もも・ロースハ
ム・まぐろ油漬(缶詰)・塩わ
かめ

食パン(サンドイッチ用)・り
んごジャム・片栗粉・砂糖
(三温糖)・パン粉・フライド
ポテト・植物油・スパゲティ
(サラダ)

りんご・しょうが・にんにく(生)・たまねぎ・にんじ
ん・さやいんげん・コーン，ホール(冷凍)・ブロッコ
リー・いちご・オレンジ

鶏のから揚げ ハイハイン
ギョロッケ 飲むヨーグルト
牛肉とフライドポテトのソテー プリン
サラダスパゲティー
わかめスープ

21 水

鶏ごぼうごはん 牛乳 牛乳・白身魚・豚肉・スキム
ミルク

ハイハイン・精白米・麦・砂
糖(三温糖)・バター・カレー
粉・緑豆はるさめ・植物油・
鶏がらだしの素・生クリー
ム・食パン(サンドイッチ
用）

にんじん・ごぼう・乾しいたけ・さやいんげん・パセ
リ・ブロッコリー・はくさい・青ねぎ・しょうが・もも
缶・みかん缶

魚のバターカレー焼き ハイハイン
ゆでブロッコリー スキムミルク
白菜と春雨のスープ フルーツサンド

今月の宗像産

今月は２・９・１４・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。

☆お知らせ☆

ラッキーデイ・・・１３日
誕生会・・・９日
立食お別れパーティー・・・１４日


	福岡市_給食献立表_4



