
今月の宗像産

今月は18・21・22・25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・・13日

誕生会・・21日

郷土料理・・18日「春巻き：中国」中国料理の点心の一種。元々は立春の頃に 

          新芽がでた野菜を具材にして作られたところから「春巻」と名付けられた。

令和 2 年

日 曜

オレンジ・しょうが・切干だいこ
ん・にんじん・きゅうり・たまね
ぎ・青ねぎ・かぼちゃ

オレンジ
麦ごはん
魚のかば焼き
切干大根のごま和え
みそ汁

スキムミルク
ふわふわかぼちゃケーキ25 月

牛乳 牛乳・白身魚・米みそ・
ロースハム・木綿豆腐・油
揚げ・煮干・スキムミル
ク・豆乳

精白米・麦・片栗粉・植物
油・砂糖(三温糖)・白ごま
(いり)・ごま油・ホットケー
キミックス・マーガリン

にんじん・えのきたけ・青ねぎ・
たまねぎ・乾しいたけ・グリン
ピース・きゅうり・パセリ・トマ
トケチャプ

野菜スティック
豆乳

雑穀ごはん
清汁
高野豆腐の七目煮
わかめのごま酢あえ スパゲティサンド22 金

牛乳 牛乳・かまぼこ・煮干・鶏
肉・鶏卵・高野豆腐・かつ
お節・塩わかめ・調整豆
乳・ベーコン

精白米・雑穀・植物油・砂糖
(三温糖)・すりごま・ごま
油・ロールパン・スパゲティ
(乾)

バナナ・コーン，ホール(缶詰)・
さやいんげん・グリーンアスパラ
ガス・にんじん・たまねぎ・オク
ラ・ぶどうジュース

バナナ
スキムミルク
鯉のぼりケーキ

コーンとインゲンの混ぜご飯
フィッシュボール
グリーンアスパラといかのサラダ
ベーコンスープ
ぶどうゼリー

21 木

牛乳 牛乳・白身魚・鶏卵・い
か・ベーコン・粉寒天・ス
キムミルク・生クリーム
（植物性）

精白米・麦・じゃがいも・片
栗粉・植物油・マヨネーズ・
ごま油・すりごま・鶏がらだ
しの素・砂糖(三温糖)・小麦
粉(薄力粉)

にんじん・エリンギ・しょうが・
キャベツ・もやし・きゅうり・え
のきたけ・しめじ・青ねぎ・乾し
いたけ

雑穀ごはん
春巻き チーズ
もやしのごま和え
中華スープ

スキムミルク
米粉蒸しパン18 月

牛乳 牛乳・プロセスチーズ・豚
肉・ちくわ・鶏ひき肉・煮
干・スキムミルク

精白米・雑穀・緑豆はるさ
め・鶏がらだしの素・片栗
粉・ごま油・春巻きの皮・す
りごま・砂糖(三温糖)・甘納
豆（あずき）・米粉

もも缶詰・しょうが・にんにく
(生)・たまねぎ・トマト・エリン
ギ・グリーンアスパラガス・にん
じん・青ねぎ・かぼちゃ

もも缶
麦ごはん
いろいろ野菜と魚のｵｰﾌﾞﾝ焼き
わかめスープ 豆乳

かぼちゃプリン

15
・
29

金

牛乳 牛乳・白身魚・粉チーズ・
塩わかめ・調整豆乳・鶏卵

精白米・麦・オリーブ油・
じゃがいも・鶏がらだしの
素・砂糖(三温糖)・マーガリ
ン

バナナ・たまねぎ・にんじん・グ
リンピース・コーン，ホール(缶
詰)・干しぶどう・黄ピーマン・み
かん缶

バナナ
ロールパン
チキンクリームシチュー
にんじんのコールスロー風 スキムミルク

オレンジゼリー

14
・
28

木

牛乳 牛乳・鶏肉・スキムミル
ク・粉寒天

ロールパン・じゃがいも・植
物油・鶏がらだしの素・マー
ガリン・小麦粉(薄力粉)・砂
糖(三温糖)・オレンジジュー
ス

きゅうり・たけのこ(ゆで)・たま
ねぎ・しめじ・グリーンアスパラ
ガス・にんにく(生)・しょうが・
こまつな・レモン果汁

野菜スティック
麦ごはん
豚肉と春野菜の赤みそ炒め
小松菜と豆腐の清汁 スキムミルク

カトルカール

13
・
27

水

牛乳 牛乳・豚肉・赤色辛みそ・
木綿豆腐・かつお節・昆
布・スキムミルク・鶏卵

精白米・麦・植物油・上白
糖・中華スープの素・片栗
粉・ごま油・小麦粉(薄力
粉)・砂糖(三温糖)・粉糖

たまねぎ・にんじん・さやいんげ
ん・トマトケチャプ・キャベツ・
たまねぎ・パセリ

せんべい
スキムミルク

麦ごはん
ミートローフ
にんじんのグラッセ
キャベツとベーコンのスープ クラスク

12
・
26

火

牛乳 牛乳・牛ひき肉・豚ひき
肉・鶏卵・スキムミルク・
ベーコン

せんべい・精白米・麦・植物
油・パン粉・砂糖(三温糖)・
片栗粉・バター・鶏がらだし
の素・さつまいも・マーガリ
ン

オレンジ・グリンピース・パセ
リ・トマト・キャベツ・たまね
ぎ・もやし・にんじん・青ねぎ・
かぼちゃ

オレンジ
ピースごはん
魚の新緑揚げ
トマト
季節の具だくさんみそ汁

スキムミルク
ふわふわかぼちゃケーキ11 月

牛乳 牛乳・白身魚・鶏卵・油揚
げ・煮干・米みそ・スキム
ミルク・豆乳

精白米・麦・小麦粉(薄力
粉)・植物油・ホットケーキ
ミックス・砂糖(三温糖)・
マーガリン

バナナ・たまねぎ・にんじん・
ピーマン・マッシュルーム(缶
詰)・パセリ・トマトピューレ

スパゲティ・カレーソース
ヨーグルト バナナ

ビスケット
9
・
23

土

豆乳 調整豆乳・牛ひき肉・豚ひ
き肉・粉チーズ・牛乳・含
脂加糖ヨーグルト

スパゲティ(乾)・植物油・
マーガリン・カレー粉・小麦
粉(薄力粉)・コンソメ・ビス
ケット

にんじん・しょうが・もやし・し
めじ・だいこん・青ねぎ・たまね
ぎ・パセリ・トマトケチャプ

豚肉の生姜焼き 野菜スティック
相性汁 豆乳

スパゲティサンド8 金

雑穀ごはん 牛乳 牛乳・ぶたロース・ベーコ
ン・あわせみそ・煮干・調
整豆乳

精白米・雑穀・さつまいも・
しらたき(糸こんにゃく)・植
物油・ロールパン・スパゲ
ティ(乾)

りんご・かぼちゃ・トマト・キャ
ベツ・たまねぎ・にんじん・セロ
リ・パセリ

りんごかぼちゃと挽肉のホイル焼き
トマト
野菜スープ

スキムミルク
バニラクッキー

7
・
20

木

水

レタス
かき玉汁

ロールパン 牛乳 牛乳・鶏ひき肉・ベーコ
ン・とろけるチーズ・豚
肉・スキムミルク・鶏卵

ロールパン・植物油・じゃが
いも・鶏がらだしの素・小麦
粉(薄力粉)・砂糖(三温糖)・
マーガリン・グラニュー糖

オレンジ・しょうが・トマト，
ホール，カット（缶詰)・にんにく
(生)・レタス・たまねぎ・もや
し・ほうれんそう(生)・にんじん

麦ごはん
魚のトマトソース焼き オレンジ

スキムミルク
豆腐ドーナツ19 火

牛乳 牛乳・白身魚・鶏卵・鶏
肉・スキムミルク・絹ごし
豆腐

精白米・麦・植物油・砂糖
(三温糖)・片栗粉・鶏がらだ
しの素・ホットケーキミック
ス・・粉糖

バナナ・たまねぎ・キャベツ・も
やし・にんじん・乾しいたけ・青
ねぎ・しょうが・オレンジ

オレンジ バナナ
牛乳（以上児）
豆乳（未満児）
せんべい

2
16
30

土

ちゃんぽん 豆乳 調整豆乳・豚肉・いか・あ
さり・かまぼこ

中華めん・中華スープの素・
鶏がらだしの素・せんべい

たまねぎ・青ねぎ・にんじん・ご
ぼう・さやいんげんみそ汁 チーズ

うま煮 スキムミルク
米粉蒸しパン1 金

雑穀ごはん 牛乳 牛乳・プロセスチーズ・煮
干・米みそ・牛肉もも・厚
揚げ・スキムミルク

精白米・雑穀・じゃがいも・
こんにゃく・植物油・砂糖
(三温糖)・甘納豆（あず
き）・米粉

5月　給食献立表 2020.4.30

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
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