
今月の宗像産

今月は7・13・22・29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・・・１1日
誕生会・・・22日

平成 30 年

日 曜

6月　給食献立表 2018.05.31

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

オレンジ・にんじん・さやいんげん・
しょうが・切干だいこん・なす・青ね
ぎ・たまねぎ・ピーマン・トマト・
コーン，ホール(缶詰)・トマトケチャ
プ

1
・
15

金

牛乳 牛乳・牛肉・いか・厚揚げ・
野菜昆布・油揚げ・煮干・ス
キムミルク・米みそ・ピザ用
チーズ・ベーコン

精白米・麦・さといも(冷凍)・
こんにゃく・植物油・砂糖(三
温糖)・食パン(サンドイッチ
用)・マヨネーズ

オレンジ
麦ごはん
鳴門煮
切干しだいこんのみそ汁 スキムミルク

ピザトースト

2
16
30

土

五目うどん 豆乳 調整豆乳・鶏卵・鶏肉・かま
ぼこ・かつお節・昆布・含脂
加糖ヨーグルト

うどん・砂糖(三温糖)・丸ボー
ロ

もも缶詰・乾しいたけ・ほうれんそう
(生)・にんじんヨーグルト もも缶

丸ボーロ

4
・
18

月

牛乳 牛乳・鶏肉・木綿豆腐・米み
そ・かに(缶詰)・鶏卵・昆
布・かつお節・スキムミルク

精白米・麦・植物油・片栗粉・
クラッカー

メロン・たまねぎ・にんじん・ピーマ
ン・こまつな・乾しいたけ・びわメロン

麦ごはん
豆腐と鶏肉のみそ炒め
かにスープ スキムミルク

びわ
クラッカー

5
・
19

火

牛乳 牛乳・プロセスチーズ・白身
魚・鶏卵・厚揚げ・煮干・米
みそ・スキムミルク

精白米・麦・小麦粉(薄力粉)・
植物油(揚げ吸油分)・じゃがい
も・オートミール・砂糖(三温
糖)・マーガリン

コーン，ホール(缶詰)・にんじん・グ
リーンピース・さやいんげん・たまね
ぎ・青ねぎ・りんご・干しぶどう

チーズ
麦ごはん
あじさい揚げ
ゆでいんげん
じゃがいものみそ汁

スキムミルク
オートミールマフィン

6
・
20

水

牛乳 牛乳・鶏卵・ベーコン・だい
ず(水煮）・スキムミルク・
調整豆乳・粉寒天

ロールパン・鶏がらだしの素・
じゃがいも・植物油・片栗粉・
砂糖(三温糖)

オレンジ・キャベツ・たまねぎ・パセ
リ・にんじん・ピーマン・トマトケ
チャプ・きゅうり・もも缶・パイン
缶・みかん缶

ロールパン
野菜スープ オレンジ
スペイン風オムレツ
豆のサラダ

スキムミルク
豆乳杏仁豆腐

7
・
21

木

牛乳 牛乳・牛肉・鶏卵・調整豆乳 精白米・雑穀・しらたき(糸こ
んにゃく)・砂糖(三温糖)・鶏
がらだしの素・片栗粉・ホット
ケーキミックス・植物油・グラ
ニュー糖

バナナ・ごぼう・にんじん・さやいん
げん・しょうが・トマト・たまねぎ・
青ねぎ

バナナ
雑穀ごはん
牛肉とごぼうの甘辛煮
卵とトマトのかき玉汁 豆乳

メロンクッキー

8 金

牛乳 牛乳・しらす干し・白身魚・
鶏卵・煮干・米みそ・鶏ひき
肉・おから・油揚げ・かつお
節・スキムミルク・粉寒天

精白米・麦・片栗粉・じゃがい
も・植物油・砂糖(三温糖)

あまなつ・にんじん・しそ葉・しょう
が・だいこん・たまねぎ・青ねぎ・き
ぬさや・乾しいたけ・白桃缶

甘夏柑
キャロットごはん
つみ入れ汁
うの花のいり煮 スキムミルク

白桃ゼリー

9
・
23

土

豆乳 調整豆乳・牛ひき肉・豚ひき
肉・牛乳

スパゲティ(乾)・植物油・マー
ガリン・カレー粉・小麦粉(薄
力粉)・コンソメ・せんべい

もも缶詰・たまねぎ・にんじん・ピー
マン・マッシュルーム(缶詰)・パセ
リ・トマトピューレ・オレンジ

スパゲティ・カレーソース
オレンジ もも缶

牛乳（以上児）
豆乳（未満児）
せんべい

11
・
25

月

麦ごはん 牛乳 牛乳・豚肉(角きり)・かまぼ
こ・塩わかめ・かつお節・昆
布・スキムミルク・鶏卵

精白米・麦・片栗粉・植物油
(揚げ吸油分)・砂糖(三温糖)・
植物油・小麦粉(薄力粉)・マー
ガリン・グラニュー糖

バナナ・しょうが・にんじん・たまね
ぎ・ピーマン・トマトケチャプ・えの
きたけ

酢豚 バナナ
清汁 スキムミルク

バニラクッキー

12
・
26

火

牛乳 牛乳・木綿豆腐・むきえび・
鶏肉・スキムミルク・粉チー
ズ・カットわかめ・乳酸菌飲
料

せんべい・精白米・麦・鶏がら
だしの素・マーガリン・小麦粉
(薄力粉)・コンソメ・パン粉・
すりごま・砂糖(三温糖)・ごま
油・コーンフラワー

たまねぎ・にんじん・パセリ・かぼ
ちゃ・えのきたけ・きゅうり・バナナせんべい

麦ごはん
コンソメスープ
かぼちゃとエビのグラタン
わかめのごま酢あえ

カルピスミルク
ポップコーン
バナナ

13
・
27

水

牛乳 牛乳・白身魚・ピザ用チー
ズ・調整豆乳・フランクフル
トソーセージ・鶏卵・スキム
ミルク

メロン・たまねぎ・にんじん・ピーマ
ン・トマトケチャプ・キャベツ・セロ
リ・パセリ

メロン
ロールパン
白身魚の焼きカレー風
野菜スープ 豆乳

フレンチドッグ

14
・
28

木

牛乳 牛乳・木綿豆腐・かつお節・
昆布・牛ひき肉・豚ひき肉・
豆乳・いか・スキムミルク・
鶏卵

ロールパン・小麦粉(薄力粉)・
植物油・カレールウ・じゃがい
も・鶏がらだしの素・砂糖(三
温糖)・植物油(揚げ吸油分)

ハイハイン・精白米・雑穀・植
物油・米粉・バター・マヨネー
ズ・ごま油・すりごま・小麦粉
(薄力粉)・砂糖(三温糖)・マー
ガリン

えのきたけ・青ねぎ・たまねぎ・トマ
トケチャプ・・グリーンアスパラガ
ス・にんじん・黄ピーマン・干しぶど
う

ハイハイン
スキムミルク
スキムチョコレートバー

雑穀ごはん
清汁
豆乳ハンバーグ
にんじんのグラッセ
グリーンアスパラといかのサラダ

29 金

牛乳 牛乳・白身魚・ロースハム・
ベーコン・だいず(水煮）・
スキムミルク・豆乳

精白米・麦・片栗粉・植物油
(揚げ吸油分)・ごま油・砂糖
(三温糖)・中華スープの素・
じゃがいも・マヨネーズ・すり
ごま・鶏がらだしの素

オレンジ・しょうが・青ねぎ・ほうれ
んそう(生)・にんじん・きゅうり・た
まねぎ・パセリ・かぼちゃ

オレンジ
麦ごはん
シュンユイ
ごまマヨネーズサラダ
大豆スープ

スキムミルク
ふわふわかぼちゃケーキ

22 金

梅ごはん 牛乳 牛乳・鶏肉・まぐろ油漬缶詰 精白米・麦・ふりかけ・片栗
粉・植物油(揚げ吸油分)・植物
油・砂糖(三温糖)・緑豆はるさ
め・鶏がらだしの素・オレンジ
ジュース・マロンケーキ

あまなつ・しょうが・にんにく(生)・
レタス・きゅうり・にんじん・パセ
リ・たまねぎ・青ねぎ

鶏のから揚げ 甘夏柑
オレンジジュースフレンチサラダ

春雨スープ マロンケーキ
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