
今月の宗像産

今月は 5・10・14・19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。

ラッキーデイ・・・10日

誕生会・・・14日

クリスマス会・・・20日

☆お知らせ☆

平成 30 年

日 曜

お弁当 ハイハイン
パイ28 金

牛乳 牛乳 ハイハイン・パイ

牛乳・ベーコン・鮭(切り
身)・ピザ用チーズ・かつお
節・スキムミルク

精白米・麦・バター・植物油・
すりごま・片栗粉・せんべい

りんご・生しいたけ・しめじ・えの
きたけ・青ねぎ・たまねぎ・トマ
ト・ピーマン・にんじん・マッシュ
ルーム(缶詰)・トマトケチャプ・レ
タス・コーン，クリーム(缶)

りんご
きのことベーコンの洋風混ぜごはん

魚のピザ
レタス
クリームコーンのスープ

ココアケーキ
いちごサンタ

27 木

牛乳

スキムミルク
みかん
せんべい

ミートローフ みかん
マカロニサラダ 豆乳
コンソメスープ20 木

雪だるまおにぎり 牛乳 牛乳・ロースハム・焼きの
り・ウインナーソーセージ・
牛ひき肉・豚ひき肉・鶏卵・
スキムミルク・まぐろ油漬缶
詰・木綿豆腐・調整豆乳・生
クリーム（植物性）

精白米・麦・植物油・パン粉・
砂糖(三温糖)・片栗粉・マカロ
ニ(乾)・マヨネーズ・鶏がらだ
しの素・小麦粉(薄力粉)・バ
ター・ピュアココア・粉糖・黒
ごま

みかん・ブロッコリー・たまねぎ・
にんじん・さやいんげん・トマトケ
チャプ・きゅうり・パセリ・いちご

かぼちゃ・たまねぎ・青ねぎ・はく
さい・えのきたけ・かぶ・パセリ・
キャベツ

みそ汁 チーズ
すきやき
かぶのサラダ

スキムミルク
野菜サンド

19 水

麦ごはん 牛乳 牛乳・プロセスチーズ・煮
干・米みそ・牛肉・焼き豆
腐・ロースハム・スキムミル
ク・鶏卵

精白米・麦・しらたき(糸こん
にゃく)・植物油・砂糖(三温
糖)・食パン(サンドイッチ
用)・マーガリン・マヨネーズ

バナナ・にんじん・はくさい・たま
ねぎ・えのきたけ・パセリバナナ

スキムミルク

わかめごはん
エビフライ
白菜とささみのゴマ酢和え
卵スープ チーズケーキ14 金

牛乳 牛乳・鶏肉・塩わかめ・むき
えび・鶏卵・鶏肉ささ身・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)・
すりごま・砂糖(三温糖)・鶏が
らだしの素・片栗粉・チーズ
ケーキ

りんご・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・れんこん・キャ
ベツ・かぶ・セロリ・みかん

りんご
麦ごはん
魚の落とし揚げ
ゆでブロッコリー
ポトフ（れんこん）

スキムミルク
みかん
せんべい

13 木

牛乳 牛乳・白身魚・鶏卵・牛肉も
も・スキムミルク

精白米・麦・片栗粉・植物油
(揚げ吸油分)・鶏がらだしの
素・コンソメ・せんべい

もも缶詰・カリフラワー・たまね
ぎ・にんじん・グリンピース・キャ
ベツ・ほうれんそう(生)・コーン，
ホール(缶詰)

もも缶
ロールパン
カリフラワーのシチュー
マカロニと青菜のソテー 豆乳

フレンチドッグ

12
・
26

水

牛乳 牛乳・鶏肉・スキムミルク・
調整豆乳・フランクフルト
ソーセージ・鶏卵

ロールパン・じゃがいも・植物
油・マーガリン・小麦粉(薄力
粉)・鶏がらだしの素・マカロ
ニ(乾)・砂糖(三温糖)

パイン缶・えのきたけ・たまねぎ・
マッシュルーム水煮缶詰・パセリ・
にんじん・きぬさや・しょうが・り
んご・干しぶどう

パイン缶
スキムミルク

雑穀ごはん
清汁
魚のマヨネーズ焼き
豚肉とやまいもの中華風煮物 りんごとさつまいもの甘煮

11
・
25

火

牛乳 牛乳・塩わかめ・煮干・白身
魚・粉チーズ・豚肉もも・ス
キムミルク

精白米・雑穀・小麦粉(薄力
粉)・パン粉・マヨネーズ・植
物油・やまいも・砂糖(三温
糖)・さつまいも・バター

りんご・しょうが・はくさい・たま
ねぎ・にんじん・パセリ・こまつ
な・もやし・キャベツ

りんご
麦ごはん
肉団子と野菜のスープ
小松菜としらすのごま和え スキムミルク

野菜サンド10 月

牛乳 牛乳・鶏ひき肉・鶏卵・しら
す干し・かつお節・スキムミ

クル

精白米・麦・片栗粉・鶏がらだ
しの素・すりごま・砂糖(三温
糖)・食パン(サンドイッチ
用)・マーガリン・マヨネーズ

オレンジ・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

スパゲティ・カレーソース
飲むヨーグルト オレンジ

せんべい
8
・
22

土

豆乳 調整豆乳・牛ひき肉・豚ひき
肉・粉チーズ・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・ドリンク
ヨーグルト・せんべい

ブロッコリー・かぼちゃ・たまね
ぎ・にんじん・パセリ・せんべい

スキムミルク
チキンカツ
ゆでブロッコリー
かぼちゃスープ きな粉プルーンマフィン

7
・
21

金

ロールパン 牛乳 牛乳・鶏肉・鶏卵・ベーコ
ン・牛乳・スキムミルク・き
な粉・豆乳

せんべい・ロールパン・小麦粉
(薄力粉)・パン粉・植物油(揚
げ吸油分)・バター・植物油・
鶏がらだしの素・ホットケーキ
ミックス

みかん・たまねぎ・パセリ・キャベ
ツ・にんじん・ブロッコリー・根深
ねぎ・もやし・生しいたけ・えのき
たけ・しめじ・きゅうり・だいこ
ん・レモン果汁

みかん
麦ごはん
卵スープ
鮭のチャンチャン焼き
きゅうりとだいこんのカレーマリネ

スキムミルク
米粉の豆乳蒸しパン6 木

牛乳 牛乳・鶏卵・鮭(切り身)・米
みそ・スキムミルク・豆乳

精白米・麦・鶏がらだしの素・
バター・砂糖(三温糖)・植物
油・カレー粉・米粉・黒砂糖

だいこん・にんじん・ピーマン・
キャベツおでん チーズ

塩昆布炒め 豆乳
ココアホットケーキ5 水

麦ごはん 牛乳 牛乳・プロセスチーズ・うず
ら卵水煮缶詰・鶏肉・さつま
揚げ・厚揚げ・塩昆布・調整
豆乳・鶏卵・牛乳・スキムミ
ルク

精白米・麦・さといも(冷凍)・
こんにゃく・鶏がらだしの素・
砂糖(三温糖)・植物油・すりご
ま・ごま油・小麦粉(薄力粉)・
ピュアココア・バター

バナナ・たまねぎ・青ねぎ・にんじ
ん・えのきたけ・エリンギ・しめ
じ・にら・にんにく(生)・コーン，
ホール(缶詰)・グリンピース

バナナ
スキムミルク

麦ごはん
清汁
豚肉のきのこ炒め
ひじきとツナコーンの煮物 スイートポテト

4
・
18

火

牛乳 牛乳・木綿豆腐・煮干・豚
肉・まぐろ油漬缶詰・ほしひ
じき・スキムミルク・鶏卵

精白米・麦・植物油・ごま油・
さつまいも・砂糖(三温糖)・
マーガリン

たまねぎ・にんじん・ピーマン・
マッシュルーム水煮缶詰・トマト
ピューレ・れんこん・きゅうり

ハイハイン
雑穀ごはん
ビーフストロガノフ
れんこんのサラダ 豆乳

みそ万十

3
・
17

月

牛乳 牛乳・牛肉・エバミルク・ス
キムミルク・米みそ・調整豆
乳・鶏卵

ハイハイン・精白米・雑穀・小
麦粉(薄力粉)・植物油・鶏がら
だしの素・コンソメ・砂糖(三
温糖)・マヨネーズ・すりご
ま・甘納豆（あずき）

もも缶詰・たまねぎ・だいこん・は
くさい・にんじん・青ねぎ・バナナバナナ もも缶

パイ
1
・
15

土

そうめんちり 豆乳 調整豆乳・鶏肉・煮干 そうめん(乾)・植物油・砂糖
(三温糖)・パイ

12月　給食献立表 2018.11.30

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
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