
今月の宗像産

今月は1・14・18・22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・・・・・・1日

クッキング・・・・4日

平成 31 年

日 曜

えのきたけ・スナップえんどう・こ
まつな・にんじん・もやし・しめ
じ・生しいたけ・バナナ・もも缶・
パイン缶・みかん缶

せんべい
スキムミルク

麦ごはん
清汁
やまいもと牛肉の炒め煮
小松菜ときのこのごま和え フルーツ豆乳かん

28 木

牛乳 牛乳・かまぼこ・塩わか
め・かつお節・昆布・牛
肉・スキムミルク・豆乳・
粉寒天

せんべい・精白米・麦・やま
いも・植物油・砂糖(三温
糖)・すりごま

牛乳・牛肉・鶏卵・木綿豆
腐・塩わかめ・油揚げ・煮
干・米みそ・スキムミルク

精白米・雑穀・白ごま(い
り)・砂糖(三温糖)・植物油・
緑豆はるさめ・かりんとう
(黒)

パイン缶・キャベツ・にんじん・青
ねぎ・きくらげ・たまねぎ・いちご雑菜(ｻﾞｰﾂｧｲ） パイン缶

みそ汁22 金

雑穀ごはん 牛乳

スキムミルク
いちご
かりんとう

タンドリーチキン バナナ
スキムミルクマカロニサラダ

ミネストローネ チーズ饅頭18 月

ロールパン 牛乳 牛乳・鶏肉・プレーンヨー
グルト・米みそ・まぐろ油
漬缶詰・ベーコン・スキム
ミルク・クリームチーズ・
鶏卵

ロールパン・砂糖(三温糖)・
カレー粉・マカロニ(乾)・マ
ヨネーズ・じゃがいも・鶏が
らだしの素・植物油・小麦粉
(薄力粉)・無塩バター

バナナ・しょうが・にんにく(生)・
きゅうり・にんじん・たまねぎ・
キャベツ・トマト・マッシュルーム
(缶詰)・グリーンピース

もも缶詰・たまねぎ・青ねぎ・キャ
ベツ・パセリ・レモン果汁・コー
ン，ホール(缶詰)・れんこん・にん
じん・こまつな・しめじ・しょう
が・りんご

もも缶
麦ごはん
清汁
鮭のサワーソース焼き
中華風精進炒め

スキムミルク
りんご
サブレ

15 金

牛乳 牛乳・木綿豆腐・煮干・鮭
(切り身)・プレーンヨーグ
ルト・油揚げ・スキムミル
ク

精白米・麦・マヨネーズ・こ
んにゃく・すりごま・ごま
油・砂糖(三温糖)・植物油・
サブレ

しょうが・にんにく(生)・たまね
ぎ・にんじん・きゅうり・えのきた
け・青ねぎ・いちご・バナナ・もも
缶・パイン缶・みかん缶

せんべい
スキムミルク
フルーツ豆乳かん

ジャムサンド（りんご）
鶏のから揚げ
ギョロッケ
春雨サラダ
わかめスープ
いちご

14 木

牛乳 牛乳・鶏肉・白身魚・スキ
ムミルク・ロースハム・塩
わかめ・豆乳・粉寒天

せんべい・食パン(サンドイッ
チ用)・りんごジャム・片栗
粉・植物油(揚げ吸油分)・砂
糖(三温糖)・パン粉・緑豆は
るさめ・ごま油

レタス・トマト・たまねぎ・かぼ
ちゃ・にんじん・セロリ・パセリエビフライ チーズ

レタス
トマトスープ

スキムミルク
グラノーラスコーン

13
・
27

水

麦ごはん 牛乳 牛乳・プロセスチーズ・む
きえび・鶏卵・鶏肉・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)・植物油・鶏がらだしの
素・・ホットケーキミックス

バナナ・たまねぎ・にんじん・さや
いんげん・トマトケチャプ・ブロッ
コリー・こまつな・えのきたけ

ミートローフ バナナ
豆乳ゆでブロッコリー

小松菜と豆腐の清汁 いちごジャムの米粉ケーキ

12
・
26

火

雑穀ごはん 牛乳 牛乳・牛ひき肉・豚ひき
肉・鶏卵・スキムミルク・
木綿豆腐・かつお節・昆
布・調整豆乳・豆乳

精白米・雑穀・植物油・パン
粉・砂糖(三温糖)・片栗粉・
米粉・イチゴジャム

もも缶詰・たまねぎ・しょうが・レ
タス・にんじん・パセリ・干しぶど
う

ロールパン
鶏のマリネ焼き もも缶
レタス スキムミルク
キャロットスープ スキムチョコレートバー

11
・
25

月

牛乳 牛乳・鶏肉・ベーコン・ス
キムミルク・鶏卵

ロールパン・砂糖(三温糖)・
植物油・マーガリン・鶏がら
だしの素・バター・小麦粉(薄
力粉)・ピュアココア

いよかん・乾しいたけ・ほうれんそ
う(生)ヨーグルト いよかん

パイ
9
・
30

土

きつねうどん 豆乳 調整豆乳・鶏卵・かまぼ
こ・油揚げ・かつお節・昆
布・含脂加糖ヨーグルト

うどん・上白糖・パイ

りんご・たまねぎ・トマト・だいこ
ん・にんじん・青ねぎ・キャベツ・
トマトケチャプ

魚のカレー焼き りんご
豆乳トマト

相性汁 ホットドッグ

8
・
29

金

麦ごはん 牛乳 牛乳・白身魚・ベーコン・
あわせみそ・煮干・調整豆
乳・ウインナーソーセージ

精白米・麦・カレー粉・植物
油・さつまいも・しらたき(糸
こんにゃく)・ロールパン

パイン缶・にんじん・乾しいたけ・
たまねぎ・さやいんげん・しょう
が・にら・たまねぎ・いちご

パイン缶
雑穀ごはん
高野豆腐のそぼろ煮
にら玉みそ汁 スキムミルク

いちご
かりんとう

7 木

牛乳 牛乳・高野豆腐・豚ひき
肉・煮干・鶏卵・米みそ・
スキムミルク

精白米・雑穀・ごま油・砂糖
(三温糖)・片栗粉・鶏がらだ
しの素・かりんとう(黒)

にんじん・青ねぎ・サラダ菜・たま
ねぎ・ほうれんそう(生)・コーン，
クリーム(缶)・たけのこ(ゆで)・乾
しいたけ

わかめごはん
わかさぎの南蛮漬け チーズ
サラダ菜
中華風コーンスープ

スキムミルク
ちんすこう

6
・
20

水

牛乳 牛乳・プロセスチーズ・鶏
肉・塩わかめ・わかさぎ・
かつお節・豚肉・スキムミ
ルク

精白米・麦・片栗粉・植物油
(揚げ吸油分)・砂糖(三温
糖)・植物油・鶏がらだしの
素・ごま油・小麦粉(薄力
粉)・ラード

りんご・たまねぎ・ごぼう・にんじ
ん・さやいんげん・しょうが・もや
し・えのきたけ・きゅうり・ぶどう
ジュース

りんごわかめスープ
大豆の五目煮
もやしとにんじんの和え物

スキムミルク
グレープムース

5
・
19

火

麦ごはん 牛乳 牛乳・塩わかめ・鶏肉・だ
いず(水煮）・野菜昆布・煮
干・かつお節・スキムミル
ク・豆乳・プレーンヨーグ
ルト

精白米・麦・鶏がらだしの
素・じゃがいも・こんにゃ
く・植物油・砂糖(三温糖)・
すりごま

バナナ・ブロッコリー・たまねぎ・
にんじん・マッシュルーム(缶詰)・
ほうれんそう(生)

バナナ
ロールパン
ブロッコリーのクリーム煮
菜の花和え スキムミルク

アンパンマンクッキー4 月

牛乳 牛乳・鶏肉・スキムミル
ク・生クリーム（植物
性）・鶏卵

ロールパン・小麦粉(薄力
粉)・マーガリン・鶏がらだし
の素・植物油・ごま油・すり
ごま・砂糖(三温糖)・バ
ター・ピュアココア

いちご・たまねぎ・にんじん・ピー
マン・トマトケチャプ・トマト
ピューレ・ネーブル

スパゲティ・ミートソース
ネーブル いちご

豆乳(未満児）
牛乳(以上児）
せんべい

2
・
16

土

豆乳 調整豆乳・牛ひき肉・豚ひ
き肉・粉チーズ・牛乳・牛
乳

スパゲティ(乾)・植物油・
マーガリン・コンソメ・パン
粉・せんべい

もも缶詰・にんじん・ごぼう・乾し
いたけ・きぬさや・えのきたけ・青
ねぎ・しょうが・キャベツ・きゅう
り・パセリ

手まり麩の清汁 もも缶
豚の味噌漬け スキムミルク
フレンチサラダ マロンケーキ1 金

散らし寿司 牛乳 牛乳・昆布・鶏卵・桜でん
ぶ(ピンク)・かつお節・豚
肩ロース・米みそ・まぐろ
油漬缶詰・スキムミルク

精白米・砂糖(三温糖)・手ま
り麩・上白糖・植物油・マロ
ンケーキ

3月　給食献立表 2019.2.28

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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