
今月の宗像産

今月は13・17・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・・・11日

誕生会・・・26日

行事食・・・ 13日（お月見給食）

令和元年

日 曜

キャベツ・にんじん・青ねぎ・きく
らげ・セロリ・パセリ雑菜(ｻﾞｰﾂｧｲ） チーズ

野菜スープ 豆乳
おからマフィン30 月

麦ごはん 牛乳 牛乳・プロセスチーズ・牛
肉・鶏卵・調整豆乳・おから

精白米・麦・白ごま(いり)・
砂糖(三温糖)・植物油・緑豆
はるさめ・鶏がらだしの素・
小麦粉(薄力粉)・バター

ぶどう・たまねぎ・ピーマン・コー
ン，ホール(缶詰)・トマトケチャ
プ・にんじん・オクラ

ぶどう
豆乳

麦ごはん
白身魚の洋風焼き
にんじんのグラッセ
ベーコンスープ 芋もち27 金

牛乳 牛乳・白身魚・粉チーズ・
ベーコン・調整豆乳

精白米・麦・マヨネーズ・小
麦粉(薄力粉)・バター・じゃ
がいも・鶏がらだしの素・片
栗粉・植物油・上白糖

パイン缶・たまねぎ・コーン，ホー
ル(冷凍)・きゅうり・にんにく
(生)・にんじん・キャベツ・えのき
たけ・パセリ・ぶどうジュース

さつまいもごはん
ギョロッケ パイン缶
サラダスパゲティー スキムミルク

いちごケーキコンソメスープ
ぶどうゼリー

26 木

牛乳 牛乳・白身魚・スキムミル
ク・ロースハム・まぐろ油漬
(缶詰)・粉寒天

精白米・麦・さつまいも・片
栗粉・砂糖(三温糖)・パン
粉・植物油・スパゲティ(サラ
ダ)・すりごま・白ごま(い
り)・オリーブ油・鶏がらだし
の素

オレンジ・たまねぎ・パセリ・切干
だいこん・にんじん・きゅうり・青
ねぎ

サーモンフライ オレンジ
スキムミルク切干大根のごま和え

清汁 ミルクパンナコッタ17 火

麦ごはん 牛乳 牛乳・鮭(切り身)・鶏卵・
ロースハム・木綿豆腐・煮
干・スキムミルク・生クリー
ム（植物性）・粉寒天

精白米・麦・小麦粉(薄力
粉)・パン粉・植物油・マヨ
ネーズ・白ごま(いり)・ごま
油・砂糖(三温糖)・イチゴ
ジャム

バナナ・たまねぎ・にんじん・トマ
ト，ホール，カット（缶詰)・しめ
じ・生しいたけ・パセリ・なし

きのこスパゲティ
なし バナナ

牛乳（以上児）
豆乳（未満児）
せんべい

14
・
28

土

豆乳 調整豆乳・まぐろ油漬(缶
詰)・あさり

スパゲティ(乾)・植物油・コ
ンソメ・せんべい

ぶどう・えだまめ(冷凍)・たまね
ぎ・トマトケチャプ・トマト・にん
じん・だいこん・青ねぎ

ぶどう
豆乳

大根ごはん
チーズインハンバーグ
トマト
お月見スープ 芋もち13 金

牛乳 牛乳・油揚げ・牛ひき肉・豚
ひき肉・鶏卵・プロセスチー
ズ・調整豆乳

精白米・麦・パン粉・植物
油・そうめん(乾)・さつまい
も・鶏がらだしの素・じゃが
いも・片栗粉・上白糖

パイン缶・なす・にんじん・たまね
ぎ・ピーマン・にんにく(生)・しょ
うが・キャベツ・パセリ・なし

卵スープ パイン缶
カルピスミルク
なし
ビスケット

12 木

麻婆なす丼 牛乳 牛乳・豚ひき肉・米みそ・鶏
卵・スキムミルク・乳酸菌飲
料

精白米・麦・砂糖(三温糖)・
中華スープの素・片栗粉・植
物油・ごま油・鶏がらだしの
素・ビスケット

きゅうり・たまねぎ・にんじん・セ
ロリ・こまつな・トマトケチャプ・
トマトピューレ・コーン，ホール(缶
詰)・キャベツ

野菜スティック
ロールパン
大豆シチュー
コーンとキャベツのサラダ アイスクリーム

ウエハース

11
・
25

水

牛乳 牛乳・だいず(水煮）・ウイ
ンナーソーセージ

ロールパン・じゃがいも・植
物油・鶏がらだしの素・ドミ
グラスソース・ビーフシ
チューの素・ラクトアイス・
ウエハース

にら・トマト・キャベツ・にんじ
ん・えのきたけ・青ねぎ・りんご・
りんごジュース

稲穂揚げ せんべい
トマト
春雨のみそ汁

スキムミルク
りんごゼリー

10
・
24

火

雑穀ごはん 牛乳 牛乳・鶏ひき肉・鶏卵・木綿
豆腐・スキムミルク・塩わか
め・煮干・麦みそ・粉寒天

せんべい・精白米・雑穀・片
栗粉・植物油・緑豆はるさ
め・砂糖(三温糖)

なし・えのきたけ・にんじん・だい
こん・ごぼう・さやいんげん・乾し
いたけ・キャベツ・ピーマン

なし
スキムミルク

麦ごはん
清汁
筑前煮
角天とキャベツの炒め物 ココアマーブルケーキ9 月

牛乳 牛乳・塩わかめ・煮干・鶏
肉・厚揚げ・焼き竹輪・角
天・スキムミルク・鶏卵

精白米・麦・じゃがいも・し
らたき(糸こんにゃく)・植物
油・砂糖(三温糖)・ごま油・
中華スープの素・小麦粉(薄力
粉)・バター・ピュアココア

オレンジ・キャベツ・たまねぎ・に
んじん・乾しいたけ・青ねぎ飲むヨーグルト オレンジ

ビスケット7 土

あんかけそば 豆乳 調整豆乳・豚肉・いか・かま
ぼこ

中華めん・植物油・コンソ
メ・砂糖(三温糖)・片栗粉・
ドリンクヨーグルト・ビス
ケット

バナナ・生しいたけ・しめじ・しょ
うが・とうがん・トマト・なす・パ
セリ・切干だいこん・にら・にんじ
ん

バナナ
きのこごはん
白身魚と野菜のスープ
切り干し大根と油揚げの卵とじ スキムミルク

米粉の豆乳蒸しパン

6
・
20

金

牛乳 牛乳・鶏肉・焼きのり・白身
魚・木綿豆腐・鶏卵・油揚
げ・煮干・スキムミルク・豆
乳

精白米・麦・片栗粉・鶏がら
だしの素・砂糖(三温糖)・米
粉・黒砂糖・植物油

もも缶詰・たまねぎ・にんじん・か
ぼちゃ・もやし・ほうれんそう(生)もも缶

雑穀ごはん
チキンと野菜のカレー
ナムル スキムミルク

しらすトースト

5
・
19

木

牛乳 牛乳・鶏肉・だいず(水
煮）・ほしひじき・スキムミ
ルク・ピザ用チーズ・しらす
干し

精白米・雑穀・カレールウ・
じゃがいも・すりごま・ごま
油・食パン(サンドイッチ
用)・有塩バター

牛乳・豚肉・鶏肉・スキムミ
ルク・豆乳

ロールパン・片栗粉・植物
油・砂糖(三温糖)・鶏がらだ
しの素・さつまいも・米粉・
上白糖

きゅうり・キャベツ・にんじん・
コーン，ホール(缶詰)・トマト・た
まねぎ・かぼちゃ・セロリ・パセリ

野菜スティック
ロールパン
豚肉とキャベツのマリネ
トマトスープ スキムミルク

さつまいもドーナツ

4
・
18

水

牛乳

牛乳・白身魚・鶏肉・木綿豆
腐・煮干・米みそ・スキムミ
ルク・生クリーム（植物
性）・粉寒天

ハイハイン・精白米・麦・砂
糖(三温糖)・植物油・白玉
ふ・じゃがいも・しらたき(糸
こんにゃく)・イチゴジャム

しょうが・オクラ・にんじん・ごぼ
う・青ねぎ魚のてりやき ハイハイン

スキムミルクオクラのソテー
けんちん汁 ミルクパンナコッタ

レタス
五目みそ汁 おからマフィン

3 火

麦ごはん 牛乳

2 月

麦ごはん 牛乳 牛乳・プロセスチーズ・豚ひ
き肉・鶏卵・油揚げ・煮干・
米みそ・調整豆乳・おから

精白米・麦・植物油・小麦粉
(薄力粉)・砂糖(三温糖)・バ
ター

千草焼き チーズ

9月　給食献立表 2019.08.30

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

にんじん・たけのこ(ゆで)・乾しい
たけ・みつば・レタス・なす・ごぼ
う・青ねぎ豆乳
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