
令和元年

日 曜

豆乳
黒糖蒸しパン

牛乳・白身魚・鶏卵・鶏
肉・スキムミルク・豆乳

ロールパン・小麦粉(薄力粉)・
植物油・マーガリン・マヨネー
ズ・鶏がらだしの素・ブルーベ
リージャム・米粉・上白糖

7月　給食献立表 2019.06.28

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

1

・

29

月

ロールパン 牛乳

精白米・麦・鶏がらだしの素・
植物油・じゃがいも・こんにゃ
く・砂糖(三温糖)・小麦粉(薄
力粉)・黒砂糖

きゅうり・パセリ・レタス・トマ
ト・オクラ・たまねぎ・にんじん・
セロリ・えのきたけ

ムニエル 野菜スティック
レタス スキムミルク
オクラのスープ ブルーベリーの米粉マフィン

2

・

16

火

牛乳 牛乳・鶏卵・鶏肉・だいず(水
煮）・野菜昆布・煮干・まぐ
ろ油漬缶詰・調整豆乳・米み
そ・スキムミルク

牛乳・白身魚・鶏肉・かつお
節・昆布・スキムミルク・豆
乳・プレーンヨーグルト

精白米・雑穀・片栗粉・植物
油・砂糖(三温糖)・オレンジ
ジュース

ネーブル・にら・ごぼう・にんじ
ん・さやいんげん・しょうが・切干
だいこん・きゅうり・りんご

2：りんご
16：ネーブル

麦ごはん
にら玉スープ
大豆の五目煮
切干だいこんの和え物

3

・

17

水

牛乳

牛乳・ロースハム・木綿豆
腐・かつお節・豚肉もも・油
揚げ・煮干・米みそ

せんべい・精白米・麦・すりご
ま・ごま油・砂糖(三温糖)・
じゃがいも・こんにゃく・ク
ラッカー

バナナ・キャベツ・にんじん・もや
し・たまねぎ・さやいんげん・しょ
うが・こまつな・だいこん

バナナ
雑穀ごはん
揚げ魚のあんかけ
鶏肉とコロコロ野菜の清汁 スキムミルク

オレンジムース

18 木

麦ごはん 牛乳

牛乳・牛肉・厚揚げ・塩わか
め・煮干・スキムミルク・米
みそ・

精白米・麦・すりごま・砂糖
(三温糖)・植物油・片栗粉

青ねぎ・きゅうり・レモン果汁・だ
いこん・にんじん・ごぼう・こまつ
な・すいか

中華風冷奴 せんべい
豚汁 すいか

クラッカー

5

・

19

金

ごまごはん 牛乳

調整豆乳・鶏卵・鶏肉・かつ
お節・昆布・含脂加糖ヨーグ
ルト

そうめん(乾)・砂糖(三温
糖)・ビスケット

ぶどう・しそ葉・しょうが・たまね
ぎ・にんじん・ピーマン・サラダ
菜・かぼちゃ・青ねぎ

デラウエア牛肉のつけ焼き
サラダ菜
厚揚げとかぼちゃのみそ汁

スキムミルク
プリン

6

・

20

土

五目そうめん 豆乳

牛乳・豚ひき肉・鶏卵・芽ひ
じき(乾)・スキムミルク・豆
乳・粉寒天

ロールパン・片栗粉・じゃがい
も・鶏がらだしの素・コンソ
メ・上白糖・オリーブ油・カ
レー粉

もも缶詰・きゅうり・トマト・乾し
いたけヨーグルト もも缶

ビスケット

8

・

22

月

牛乳

牛乳・プロセスチーズ・豚肉
ヒレ・鶏卵・ベーコン

精白米・麦・小麦粉(薄力粉)・
パン粉・じゃがいも・鶏がらだ
しの素・植物油・ラクトアイ
ス・ウエハース

バナナ・たまねぎ・キャベツ・グ
リーンアスパラガス・にんじん・ト
マト，ホール，カット（缶詰)・トマ
トピューレ・ズッキーニ・もも缶・
パイン缶・みかん缶

バナナ
ロールパン
ﾐｰﾄﾎﾞｰﾙｼﾁｭｰﾄﾏﾄ風味
ひじきとズッキーニのサラダ スキムミルク

フルーツ豆乳かん

9

・

23

火

牛乳

牛乳・煮干・米みそ・白身
魚・鶏卵・粉チーズ・鶏ひき
肉・かつお節・スキムミルク

精白米・麦・小麦粉(薄力
粉)・植物油・砂糖(三温
糖)・片栗粉・せんべい

トマトケチャプ・とうもろこし・た
まねぎ・キャベツ・トマト・マッ
シュルーム(缶詰)・にんじん・グ
リーンピース

チーズ
麦ごはん
豚カツ
ゆでとうもろこし アイスクリーム
ミネストローネ ウエハース

スキムミルク
バナナ
せんべい

10

・

24

水

牛乳

牛乳・牛ひき肉・豚ひき肉・
まぐろ油漬缶詰・調整豆乳・
絹ごし豆腐・スキムミルク・
粉チーズ

精白米・雑穀・植物油・カレー
ルウ・マヨネーズ・白玉粉・小
麦粉(薄力粉)・砂糖(三温糖)・

きゅうり・かぼちゃ・たまねぎ・青
ねぎ・とうがん・にんじん・グリン
ピース・バナナ

麦ごはん
みそ汁 野菜スティック
魚のチーズピカタ
冬瓜のそぼろ煮

11 木

牛乳

牛乳・白身魚・鶏卵・煮干・
米みそ・むきえび・スキムミ
ルク・生クリーム（植物性）

精白米・麦・片栗粉・じゃがい
も・植物油・砂糖(三温糖)・食
パン(サンドイッチ用)

パイン缶・たまねぎ・なす・にんじ
ん・ズッキーニ・にんにく
(生)・グリンピース・トマト，ホー
ル，カット（缶詰)・コーン，ホール
(缶詰)・トマトケチャプ・

かぼちゃ

パイン缶
雑穀ごはん
夏野菜のキーマカレーか
ぼちゃとツナのサラダ 豆乳

ポンデケージョ

12

・

26

金

麦ごはん 牛乳

調整豆乳・ベーコン・い
か・むきえび・粉チーズ

モパゲティ(乾)・植物油・コ
セソメ・せんべい

ネーブル・しょうが・だいこん・た
まねぎ・にんじん・青ねぎ・こまつ
な・コーン，ホール(缶詰)・もも
缶・みかん缶

つみ入れ汁 ネーブル
小松菜の炒め物 スキムミルク

フルーツサンド

せんべい

13

・

27

土

豆乳

牛乳・昆布・鶏卵・しらす干
し・油揚げ・桜でんぶ(ピン
ク)・白身魚・粉チーズ・ロー
スハム・かつお節・スキムミ
ルク・粉寒天

せんべい・精白米・砂糖(三温
糖)・パン粉・マーガリン・
じゃがいも・マヨネーズ・そう
めん(乾)・オレンジジュース

バナナ・たまねぎ・にんじん・こま
つな・すいか

シーフードスパゲティ
すいか バナナ

豆乳(未満児）
牛乳(以上児）

4 木

七夕寿司 牛乳

牛乳・鮭(切り身)・スキムミ
ルク・ロースハム・塩わか
め・煮干・粉寒天・調整豆乳

精白米・麦・ふりかけ・白ごま
(いり)・片栗粉・マヨネーズ・
砂糖(三温糖)・緑豆はるさめ・
ごま油・チーズケーキ

にんじん・ごぼう・乾しいたけ・き
ぬさや・パセリ・きゅうり・オク
ラ・ぶどうジュース・りんごジュー
ス

魚のパン粉焼き せんべい
ポテトサラダ
天の川の清汁

スキムミルク
星ゼリー

夏さっぱりごはん
鮭マヨ
春雨サラダ
清汁
みかんゼリー

25 木

牛乳

牛乳・豚ひき肉・牛ひき肉・
スライスチーズ・まぐろ油漬
缶詰・鶏卵・豚肉・厚揚げ・
かまぼこ・かつお節・しろみ
そ・調整豆乳

精白米・麦・植物油・オリーブ
油・こんにゃく・小麦粉(薄力
粉)・ラード・砂糖(三温糖)

パイン缶・オクラ・コーン，ホール
(冷凍)・パセリ・きゅうり・トマ
ト・えのきたけ

パイン缶
豆乳
チーズケーキ

30 火

牛乳

牛乳・鶏肉・プレーンヨーグ
ルト・米みそ・ベーコン・厚
揚げ・塩わかめ・スキムミル
ク・鶏卵

精白米・雑穀・砂糖(三温糖)・
カレー粉・白ごま(いり)・鶏が
らだしの素・ごま油・小麦粉
(薄力粉)・マーガ

リン

ネーブル・たまねぎ・にんにく
(生)・トマトケチャプ・レタス・ト
マト・にんじん・乾しいたけ・青ね
ぎ・

タコライス人
参しりしり ネーブル

豆乳イナムドゥチ
パイナップル ちんすこう

31 水

牛乳 バナナ・しょうが・にんにく
(生)・なす・ピーマン・えのきた
け・にんじん・青ねぎ・レモン果汁

バナナ
雑穀ごはん
タンドリーチキン
厚揚げとなすのサラダ
わかめスープ

スキムミルク
バスブーサ

今月は4・25・30・31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。

今月の宗像産

ラッキーデイ・・・9日

誕生会・・・25日

郷土料理・・・30日　[沖縄県]

イナムドゥチ：猪モドキという意、猪肉の代わりに豚肉を使って白味噌で料理したみそ汁。

お祝い料理の一つ。

☆お知らせ☆
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