
平成 30 年

日 曜

きゅうり・コーン，ホール(缶詰)・にんじ
ん・トマト・たまねぎ・かぼちゃ・セロ
リ・パセリ

エビフライ チーズ
マセドアンサラダ オレンジジュース
トマトスープ いちごケーキ23 木

ロールパン 牛乳 牛乳・プロセスチーズ・むきえ
び・鶏卵・ロースハム

ロールパン・小麦粉(薄力粉)・パン粉・植物
油(揚げ吸油分)・マカロニ(乾)・マヨネー
ズ・植物油・鶏がらだしの素・オレンジ
ジュース・いちごケーキ

バナナ・たまねぎ・にんじん・レタス・ミ
ニトマト・きゅうり・えのきたけ・青ね
ぎ・もも缶・みかん缶・パイン缶・りんご

ギョロッケ バナナ
トマトとレタスのマヨサラダ スキムミルク
わかめスープ ﾌﾙｰﾂみつ豆31 金

梅ごはん 牛乳 牛乳・白身魚・スキムミルク・
まぐろ油漬(缶詰)・塩わかめ

精白米・麦・ふりかけ・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・ごま油・甘納豆（あず
き）

オレンジ・かぼちゃ・たまねぎ・パセリ・
レタス・キャベツ・もやし・にんじん・青
ねぎ

ツナとかぼちゃの落とし揚げ オレンジ
レタス 豆乳
具だくさんみそ汁 小倉蒸しパン28 火

麦ごはん 牛乳 牛乳・まぐろ油漬缶詰・粉チー
ズ・油揚げ・煮干・米みそ・調
整豆乳・鶏卵・スキムミルク

精白米・麦・小麦粉(薄力粉)・植物油(揚げ吸
油分)・ゆであずき(缶詰)・砂糖(三温糖)

たまねぎ・にんじん・オクラ・なす・ピー
マン・トマト・トマトジュース(缶詰)・
きゅうり・みかん缶・レモン果汁

夏野菜のスープ せんべい
なすのミートソース煮 アイスクリーム
レモン酢和え ビスケット27 月

ロールパン 牛乳 牛乳・牛ひき肉・ベーコン・し
らす干し

せんべい・ロールパン・鶏がらだしの素・
じゃがいも・砂糖(三温糖)・パン粉・コンソ
メ・植物油・ラクトアイス・ビスケット

ぶどう・キャベツ・たまねぎ・にんじん・
さやいんげん・たけのこ(ゆで)・乾しいた
け・しょうが・えのきたけ・とうもろこ
し・なし

八宝菜 デラウエア
清汁 スキムミルク

ゆでとうもろこし
なし

16
・
30

木

麦ごはん 牛乳 牛乳・豚肉もも・いか・木綿豆
腐・塩わかめ・かつお節・昆
布・スキムミルク

精白米・麦・植物油・ごま油・片栗粉・中華
スープの素

たまねぎ・にんじん・かぼちゃ・なす・ト
マト・もやし・えのきたけ夏野菜カレー チーズ

もやしとにんじんの和え物 飲むヨーグルト
ゼリー15 水

雑穀ごはん 牛乳 牛乳・プロセスチーズ・鶏肉・
かつお節

精白米・雑穀・カレールウ・ドリンクヨーグ
ルト・オレンジゼリー

たまねぎ・にんじん・ピーマン・しょう
が・乾しいたけ・もも缶・みかん缶・パイ
ン缶

フルーツヨーグルト せんべい
豆乳
バームクーヘン14 火

ジャージャー麺 牛乳 牛乳・豚ひき肉・赤色辛みそ・
プレーンヨーグルト・調整豆乳

せんべい・中華めん・植物油・ごま油・砂糖
(三温糖)・片栗粉・バームクーヘン

もも缶詰・にんじん・たまねぎ・青ねぎ・
オレンジみそ汁 もも缶

オレンジ アイスクリーム
ビスケット13 月

牛丼 牛乳 牛乳・牛肉もも・鶏卵・木綿豆
腐・油揚げ・煮干・米みそ

精白米・麦・砂糖(三温糖)・ラクトアイス・
ビスケット

バナナ・きゅうり・トマト・乾しいたけ
ヨーグルト バナナ

クッキー25 土

リャンバンメン 牛乳 牛乳・焼き豚・鶏卵・含脂加糖
ヨーグルト

中華めん・植物油・砂糖(三温糖)・ごま油・
白ごま(いり)・鶏がらだしの素・クッキー

ぶどう・かぼちゃ・えのきたけ・青ねぎ・
たまねぎ・にんじん・レモン果汁・パセ
リ・乾しいたけ・さやいんげん

清汁 デラウエア
魚のマリネ スキムミルク
ひじきの煮つけ ジャムサンド

10
・
24

金

かぼちゃごはん 牛乳 牛乳・しらす干し・木綿豆腐・
かつお節・昆布・白身魚・煮
干・芽ひじき(乾)・油揚げ・ス
キムミルク

精白米・麦・植物油(揚げ吸油分)・小麦粉(薄
力粉)・片栗粉・植物油・砂糖(三温糖)・上白
糖・食パン(サンドイッチ用)

しょうが・キャベツ・たまねぎ・にんじ
ん・さやいんげん・きゅうり・黄ピーマ
ン・レモン果汁・すいか

肉団子と野菜のスープ煮 チーズ
かにサラダ すいか

サブレ9 木

ロールパン 牛乳 牛乳・プロセスチーズ・鶏ひき
肉・鶏卵・かに(缶詰)

ロールパン・片栗粉・鶏がらだしの素・じゃ
がいも・マヨネーズ・サブレ

ごぼう・にんじん・パセリ・たまねぎ・な
す・トマト・にがうり・かぼちゃ・干しぶ
どう

牛肉とごぼうのみそマヨ炒め ハイハイン
夏野菜のカレースープ 豆乳

かぼちゃの包み揚げ

8
・
22

水

雑穀ごはん 牛乳 牛乳・牛肉・米みそ・スキムミ
ルク・調整豆乳

ハイハイン・精白米・雑穀・オリーブ油・マ
ヨネーズ・じゃがいも・植物油・鶏がらだし
の素・カレールウ・砂糖(三温糖)・バター・
春巻きの皮・小麦粉(薄力粉)

なし・ごぼう・にんじん・根深ねぎ・さや
いんげん・しょうが・たまねぎ・たけのこ
(ゆで)・しめじ・パセリ・白桃缶

大豆と豚肉の黒酢煮 なし
中華スープ スキムミルク

白桃ゼリー

7
・
21

火

麦ごはん 牛乳 牛乳・豚肉もも・だいず(水
煮）・ロースハム・鶏卵・スキ
ムミルク・粉寒天

精白米・麦・植物油・砂糖(三温糖)・鶏がら
だしの素

バナナ・たまねぎ・しょうが・なす・トマ
ト・ピーマン・にんじん・にんにく(生)みそ汁 バナナ

豚肉の南部焼き スキムミルク
ラタトゥユ チーズ入りホットケーキ

6
・
20

月

麦ごはん 牛乳 牛乳・塩わかめ・煮干・米み
そ・豚肉ヒレ・スキムミルク・
鶏卵・プロセスチーズ

精白米・麦・すりごま・砂糖(三温糖)・ごま
油・植物油・コンソメ・小麦粉(薄力粉)・
ホットケーキミックス

パイン缶・たまねぎ・にんじん・ピーマ
ン・コーン，ホール(缶詰)・マッシュルー
ム(缶詰)・トマトケチャプ・トマトピュー
レ・すいか

すいか パイン缶
豆乳(未満児)
牛乳(以上児)
丸ボーロ

4
・
18

土

スパゲティ・ナポリタン 豆乳 調整豆乳・豚肉・あさり・粉
チーズ・牛乳

スパゲティ(乾)・植物油・コンソメ・丸ボー
ロ

バナナ・青ねぎ・しょうが・にんにく
(生)・さやいんげん・コーン，クリーム
(缶)・コーン，ホール(缶詰)・とうがん・
にんじん・パセリ

魚の香味焼き バナナ
ゆでいんげん スキムミルク
コーンと冬瓜のミルクスープ にんじんカップケーキ

3
・
17

金

麦ごはん 牛乳 牛乳・白身魚・ベーコン・スキ
ムミルク・鶏卵

精白米・麦・砂糖(三温糖)・ごま油・植物
油・鶏がらだしの素・小麦粉(薄力粉)・マー
ガリン

ぶどう・かぼちゃ・たまねぎ・にんじん・
セロリ・マッシュルーム水煮缶詰・きゅう
り・レタス・赤ピーマン・オクラ

かぼちゃシチュー デラウエア
豚シャブサラダ スキムミルク

グラノーラスコーン2 木

ロールパン 牛乳 牛乳・鶏肉・スキムミルク・豚
肉かた

ロールパン・植物油・鶏がらだしの素・バ
ター・小麦粉(薄力粉)・コンソメ・砂糖(三温
糖)・ごま油・・ホットケーキミックス

スキムミルク
オレンジゼリー

1
・
29

水

雑穀ごはん 牛乳 牛乳・がんもどき・ベーコン・
スキムミルク・粉寒天

精白米・雑穀・カレー粉・コンソメ・植物
油・じゃがいも・鶏がらだしの素・オレンジ
ジュース・砂糖(三温糖)

一口がんものカレー風味煮 もも缶
ベーコンスープ

8月　給食献立表 2018.07.31　

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

もも缶詰・たまねぎ・にんじん・ピーマ
ン・オクラ・みかん缶

今月の宗像産

今月は2・23・27・28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・・・8日

誕生会・・・23日
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