
今月の宗像産

今月は10・14・19・20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・・・7日

誕生会・・・・・・20日

郷土料理・・・19日　[いただき:鳥取県]

令和元年

日 曜

6月　給食献立表 2019.5.31

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
29

土

ジャージャー麺 豆乳 調整豆乳・豚ひき肉・赤色
辛みそ

中華めん・植物油・ごま油・
砂糖(三温糖)・片栗粉・ビス
ケット

もも缶詰・たまねぎ・にんじん・
ピーマン・しょうが・乾しいたけ・
オレンジ

オレンジ もも缶
豆乳(未満児）
牛乳(以上児)
ビスケット

3
・
17

月

牛乳 牛乳・鶏肉ささ身・だいず
(水煮）・まぐろ油漬缶詰・
スキムミルク

ロールパン・鶏がらだしの
素・植物油・上白糖・片栗
粉・ごま油・マヨネーズ・か
りんとう(黒)

バナナ・キャベツ・たまねぎ・パセ
リ・たまねぎ・にんじん・生しいた
け・ピーマン・トマト・しょうが・
きゅうり・ネーブル

バナナ
スキムミルク

ロールパン
野菜スープ
ささみのトマト炒め
大豆のコロコロサラダ ネーブル

かりんとう

4
・
18

火

牛乳 牛乳・プロセスチーズ・豚
肉・木綿豆腐・米みそ・鶏
肉・鶏卵・かつお節・昆
布・調整豆乳・鶏卵

精白米・麦・植物油・片栗
粉・小麦粉(薄力粉)・マーガ
リン・グラニュー糖・ピュア
ココア

たまねぎ・にんじん・ピーマン・こ
まつな・乾しいたけチーズ

麦ごはん
豆腐と豚肉のみそ炒め
こまつなのスープ 豆乳

ココアクッキー

5 水

牛乳 牛乳・白身魚・鶏卵・煮
干・米みそ・麦みそ・スキ
ムミルク・豚ひき肉

精白米・麦・小麦粉(薄力
粉)・植物油(揚げ吸油分)・食
パン(サンドイッチ用)・植物
油・カレールウ・パン粉

きゅうり・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・かぼちゃ・たまねぎ・青ね
ぎ・トマトケチャプ

野菜スティック
スキムミルク

麦ごはん
あじさい揚げ
ゆでいんげん
かぼちゃのみそ汁 カレーサンド

6 木

牛乳 牛乳・牛肉・鶏卵・スキム
ミルク・きな粉

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・くず
粉・黒砂糖

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 スキムミルク

黒砂糖入りくず餅

7
・
21

金

牛乳 牛乳・しらす干し・豚肉ヒ
レ・油揚げ・煮干・スキム
ミルク・米みそ・鶏卵

精白米・麦・すりごま・砂糖
(三温糖)・ごま油・植物油・
小麦粉(薄力粉)・マーガリン

みかん缶・にんじん・しそ葉・しょ
うが・レタス・切干だいこん・な
す・青ねぎ・干しぶどう

みかん缶
スキムミルク

キャロットごはん
豚肉の南部焼き
レタス
切干しだいこんのみそ汁 レーズンスティック

8
・
22

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)・せん
べい

パイン缶・乾しいたけ・ほうれんそ
う(生)・にんじんヨーグルト パイン缶

せんべい

10 月

牛乳 牛乳・白身魚・鶏肉・まぐ
ろ油漬缶詰・スキムミルク

精白米・麦・ワンタンの皮・
鶏がらだしの素・マーマレー
ド・植物油・砂糖(三温
糖)・・ホットケーキミックス

バナナ・にんじん・青ねぎ・しょう
が・キャベツ・きゅうり・パセリバナナ

麦ごはん
白身魚のつるつるワンタンスープ

鶏のマーマレード焼き
フレンチサラダ

スキムミルク
グラノーラスコーン

11
・
25

火

牛乳 牛乳・木綿豆腐・白身魚・
ピザ用チーズ・しらす干
し・スキムミルク・生ク
リーム（植物性）

精白米・雑穀・鶏がらだしの
素・小麦粉(薄力粉)・植物
油・カレールウ・砂糖(三温
糖)・ごま油・黒すりごま・上
白糖

オレンジ・たまねぎ・にんじん・パ
セリ・ピーマン・トマトケチャプ・
キャベツ・きゅうり

オレンジ
雑穀ごはん
コンソメスープ
白身魚の焼きカレー風
じゃこサラダ

スキムミルク
黒ゴマパンナコッタ

12
・
26

水

牛乳 牛乳・かつお節・昆布・鶏
ひき肉・絹ごし豆腐・芽ひ
じき(乾)・米みそ・あおの
り・いか・調整豆乳・フラ
ンクフルトソーセージ・鶏
卵・スキムミルク

せんべい・精白米・麦・植物
油・マヨネーズ・ごま油・す
りごま・小麦粉(薄力粉)・砂
糖(三温糖)・植物油(揚げ吸油
分)

こまつな・えのきたけ・しょうが・
たまねぎ・にんじん・グリーンアス
パラガス

せんべい
豆乳

麦ごはん
清汁
ひじき入りつくね焼き
グリーンアスパラといかのサラダ フレンチドッグ

13
・
27

木

牛乳 牛乳・プロセスチーズ・む
きえび・鶏肉・スキムミル
ク・粉チーズ・乳酸菌飲料

ロールパン・マーガリン・小
麦粉(薄力粉)・コンソメ・パ
ン粉・じゃがいも・鶏がらだ
しの素・コーンフラワー

かぼちゃ・たまねぎ・パセリ・キャ
ベツ・にんじん・セロリ・バナナチーズ

ロールパン
かぼちゃとエビのグラタン
野菜スープ カルピスミルク

ポップコーン
バナナ

14 金

麦ごはん 牛乳 牛乳・豚肉・鶏卵・塩わか
め・かつお節・昆布・スキ
ムミルク・粉寒天

精白米・麦・緑豆はるさめ・
鶏がらだしの素・片栗粉・ご
ま油・春巻きの皮・植物油(揚
げ吸油分)・グラニュー糖・
メープルシロップ・米粉

もも缶詰・にんじん・エリンギ・
しょうが・キャベツ・トマト・えの
きたけ・ココナッツミルク

春巻き もも缶
スキムミルクトマト

卵スープ 米粉のにんじんおやき

19 水

牛乳 牛乳・油揚げ・芽ひじき
(乾)・昆布・白身魚・塩わ
かめ・スキムミルク・豚ひ
き肉

精白米・麦・片栗粉・植物油
(揚げ吸油分)・植物油・砂糖
(三温糖)・鶏がらだしの素・
ごま油・食パン(サンドイッチ
用)・カレールウ・パン粉

きゅうり・にんじん・ごぼう・キャ
ベツ・もやし・たまねぎ・さやいん
げん・しょうが・えのきたけ・青ね
ぎ・トマトケチャプ

野菜スティック
いただき
揚げ魚のあんかけ
わかめスープ スキムミルク

カレーサンド

20 木

牛乳 牛乳・ウインナーソーセー
ジ・白身魚・鶏卵・粉寒
天・スキムミルク

精白米・麦・バター・小麦粉
(薄力粉)・砂糖(三温糖)・マ
ヨネーズ・植物油(揚げ吸油
分)・緑豆はるさめ・植物油・
鶏がらだしの素・いちごケー
キ

バナナ・コーン，ホール(缶詰)・た
まねぎ・ピーマン・パセリ・トマ
ト・にんじん・青ねぎ・しょうが・
りんご・りんごジュース

バナナ
スキムミルク
いちごケーキ

ウィンナーとコーンの混ぜご飯
魚南蛮
トマト
春雨スープ
りんごゼリー

24 月

牛乳 牛乳・豚肉もも・だいず(水
煮）・かまぼこ・塩わか
め・かつお節・昆布・スキ
ムミルク

精白米・麦・植物油・砂糖(三
温糖)・・ホットケーキミック
ス

バナナ・ごぼう・にんじん・根深ね
ぎ・さやいんげん・しょうが・えの
きたけ

バナナ
麦ごはん
大豆と豚肉の黒酢煮
清汁 スキムミルク

グラノーラスコーン

28 金

牛乳 牛乳・牛肉・いか・厚揚
げ・野菜昆布・カットわか
め・かつお節・昆布・スキ
ムミルク・粉寒天

精白米・麦・さといも(冷
凍)・こんにゃく・植物油・砂
糖(三温糖)・ごま油・グラ
ニュー糖・メープルシロッ
プ・米粉

もも缶詰・にんじん・さやいんげ
ん・しょうが・コーン，ホール(缶
詰)・トマト・きゅうり・えのきた
け・たまねぎ・青ねぎ・ココナッツ
ミルク

もも缶
スキムミルク

麦ごはん
鳴門煮
トマトとわかめのサラダ
清汁 米粉のにんじんおやき

鳥取県西部弓ヶ浜半島中心に、漁師や農家のお弁当として親しまれている。
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