
今月の宗像産

今月は14・20・26・27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・・・14日

平成 31 年

日 曜

2月　給食献立表 2019.1.31

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

金

麦ごはん 牛乳 牛乳・塩わかめ・煮干・米
みそ・白身魚・鶏肉ささ身
（そぎ切り）・芽ひじき
(乾)・スキムミルク・だい
ず(水煮）

せんべい・精白米・麦・さつ
まいも・片栗粉・植物油(揚げ
吸油分)・上白糖・植物油・小
麦粉(薄力粉)・砂糖(三温糖)

しょうが・だいこん・きゅうり・に
んじん・りんごみそ汁 りんご

魚の揚げ煮
ひじきのマリネ

スキムミルク
鬼まんじゅう

2
・
16

土

汁ビーフン 豆乳 豚肉・いか・調整豆乳・牛
乳

ビーフン・中華スープの素・
植物油・ごま油・鶏がらだし
の素・パイ

いちご・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・バナナ

バナナ いちご
豆乳(未満児）
牛乳(以上児）
パイ

4
・
18

月

牛乳 牛乳・鮭・スキムミルク・
生クリーム（植物性）

精白米・麦・鶏がらだしの
素・植物油・砂糖(三温糖)・
ねりごま・食パン(サンドイッ
チ用)

せんべい・たまねぎ・パセリ・ほう
れんそう(生)・もやし・にんじん・
にんにく(生)・かぼちゃ・もも缶・
みかん缶

せんべい
スキムミルク

麦ごはん
野菜スープ
鮭とほうれんそうのオイスターソース炒め

かぼちゃのごま煮 フルーツサンド

5
・
19

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・
スキムミルク・鶏卵

精白米・麦・さといも(冷
凍)・こんにゃく・砂糖(三温
糖)・金時豆・上白糖・マーガ
リン

バナナ・にんじん・だいこん
みそおでん バナナ
煮豆 スキムミルク

プリン

6 水

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・きな粉・豆乳

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・米
粉・上白糖

みかん・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

みかん
麦ごはん
和風ブイヤベース
野菜のごま炒め スキムミルク

米粉のきな粉クッキー

7
・
21

木

雑穀ごはん 牛乳 牛乳・プロセスチーズ・牛
ひき肉・豚ひき肉・鶏卵・
油揚げ・煮干・米みそ・ス
キムミルク

精白米・雑穀・じゃがいも・
植物油(揚げ吸油分)・パン
粉・小麦粉(薄力粉)・クラッ
カー

たまねぎ・にんじん・サラダ菜・は
くさい・たまねぎ・だいこん・青ね
ぎ・ぽんかん

チーズコロッケ
サラダ菜
季節の具だくさんみそ汁

スキムミルク
ぽんかん
クラッカー

8
・
22

金

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）・かつお節・
昆布・調整豆乳・鶏卵

ロールパン・植物油・片栗
粉・やまいも・上新粉・砂糖
(三温糖)

いちご・たまねぎ・にんじん・トマ
トケチャプ・レタス・しめじ・ほう
れんそう(生)・えのきたけ・生しい
たけ

いちご
ロールパン
豆腐とチーズの卵焼き
レタス
鶏ささみときのこのスープ

豆乳
卵黄入りかるかん

9
・
23

土

肉うどん 豆乳 調整豆乳・牛肉もも・鶏
卵・かつお節・昆布・含脂
加糖ヨーグルト

うどん・砂糖(三温糖)・植物
油・せんべい

バナナ・たまねぎ・にんじん・青ね
ぎヨーグルト バナナ

せんべい

25 月

牛乳 牛乳・プロセスチーズ・白
身魚・鶏卵・鶏ひき肉・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

チーズ
スキムミルク

麦ごはん
魚の落とし揚げ
ゆでブロッコリー
中華スープ サブレ

いちご

12 火

麦ごはん 牛乳 牛乳・塩わかめ・煮干・牛
肉・はんぺん・スキムミル
ク・豆乳・プレーンヨーグ
ルト

精白米・麦・緑豆はるさめ・
ごま油・砂糖(三温糖)・すり
ごま・マヨネーズ・オレンジ
ジュース

もも缶詰・えのきたけ・もやし・た
けのこ(ゆで)・にんじん・生しいた
け・きゅうり・にんにく(生)・キャ
ベツ

清汁 もも缶
スキムミルクチャプチェ

はんぺんのサラダ オレンジムース

13 水

牛乳 牛乳・牛ひき肉・豚ひき
肉・鶏卵・木綿豆腐・豆
乳・スキムミルク

ロールパン・植物油・パン
粉・鶏がらだしの素・米粉・
イチゴジャム・砂糖(三温糖)

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)・コーン，ホール(缶詰)・エリ
ンギ・しめじ・えのきたけ・にんじ
ん・パセリ

りんご
スキムミルク

ロールパン
焼きメンチカツ
レタス
きのこと豆乳のコーンスープ いちごジャムの米粉ケーキ

14 木

牛乳 牛乳・ウインナーソーセー
ジ・鮭(切り身)・スキムミ
ルク・ベーコン・厚揚げ

精白米・麦・バター・片栗
粉・植物油(揚げ吸油分)・マ
ヨネーズ・砂糖(三温糖)・白
ごま(いり)・鶏がらだしの
素・いちごケーキ

パイン缶・コーン，ホール(缶詰)・
たまねぎ・ピーマン・パセリ・れん
こん・ほうれんそう(生)・キャベ
ツ・だいこん・にんじん

パイン缶
ウィンナーとコーンの混ぜご飯
鮭マヨ
厚揚げとれんこんのサラダ
野菜スープ

スキムミルク
いちごケーキ

20 水

麦ごはん 牛乳 牛乳・豚ひき肉・木綿豆
腐・赤色辛みそ・豚肉・鶏
卵・煮干・スキムミルク・
きな粉・豆乳

精白米・麦・植物油・ごま
油・砂糖(三温糖)・中華スー
プの素・片栗粉・米粉・上白
糖

みかん・にんじん・青ねぎ・にんに
く(生)・しょうが・にんじん・たま
ねぎ・えのきたけ・青ねぎ・乾しい
たけ

麻婆豆腐 みかん
中華スープ スキムミルク

米粉のきな粉クッキー

26 火

牛乳 牛乳・豚肉・かまぼこ・ス
キムミルク・煮干し・米み
そ

精白米・麦・植物油・砂糖(三
温糖)・バター・じゃがいも・
鶏がらだしの素・小麦粉(薄力
粉)

もも缶詰・たまねぎ・にんじん・し
めじ・レモン果汁・にんにく(生)・
レタス・キャベツ・えのきたけ・パ
セリ・はくさい・青ねぎ・乾しいた
け

もも缶
みそすいとん

麦ごはん
豚肉のレモンバターじょうゆ
レタス
コンソメスープ

27 水

牛乳 牛乳・鶏ひき肉・木綿豆
腐・まぐろ油漬缶詰・かつ
お節・調整豆乳・鶏卵・ク
リームチーズ・牛乳

ロールパン・しゅうまいの
皮・砂糖(三温糖)・片栗粉・
ごま油・植物油・鶏がらだし
の素・無塩バター・ホット
ケーキミックス

りんご・しょうが・グリンピース・
ほうれんそう(生)・にんじん・コー
ン，クリーム(缶)・たまねぎ・にん
じん・パセリ・レモン果汁

りんご
豆乳

ロールパン
鶏シュウマイ
ほうれん草とツナの和え物
コーンスープ チーズケーキ

28 木

牛乳 牛乳・鶏肉・だいず(水
煮）・鶏卵・かにかまぼ
こ・絹ごし豆腐

精白米・雑穀・じゃがいも・
カレールウ・緑豆はるさめ・
砂糖(三温糖)・植物油・ごま
油・ドリンクヨーグルト・
ホットケーキミックス・粉糖

パイン缶・たまねぎ・にんじん・ブ
ロッコリーパイン缶

雑穀ごはん
チキンと野菜のカレー
春雨サラダ 飲むヨーグルト

豆腐ドーナツ


	福岡市_給食献立表_4



