
今月の宗像産

今月は15・16・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・・8日

誕生会・・25日

多国籍料理・・11日 「台湾カステラ：台湾」台湾では「シェンカォウダンゴウ」と呼ばれる、

湯せん焼きで作るお菓子。 

 ふわふわでシュワっと消えていくような甘さ控えめなおやつです。

令和 2 年

日 曜

6月　給食献立表 2020.05.29

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

牛乳 牛乳・がんもどき・鶏肉・鶏
卵・調整豆乳・豚ひき肉

せんべい・精白米・麦・植物
油・ごま油・中華スープの
素・砂糖(三温糖)・片栗粉・
鶏がらだしの素・食パン(サン
ドイッチ用)・カレールウ・パ
ン粉

にんじん・たけのこ(ゆで)・セロ
リ・さやいんげん・乾しいたけ・ト
マト・たまねぎ・青ねぎ・トマトケ
チャプ

せんべい
麦ごはん
がんもどきの中華風うま煮
卵とトマトのかき玉汁 豆乳

カレーサンド

2
・
30

火

牛乳 牛乳・木綿豆腐・塩わかめ・
昆布・かつお節・鶏肉・スキ
ムミルク・粉寒天

精白米・麦・すりごま・砂糖
(三温糖)・グラニュー糖・
メープルシロップ・米粉・植
物油

きゅうり・こまつな・にんじん・も
やし・しめじ・生しいたけ・ココ
ナッツミルク

野菜スティック
スキムミルク

麦ごはん
清汁
鶏のガーリック焼き
小松菜ときのこのごま和え 米粉のにんじんおやき

3
・
17

水

麦ごはん 牛乳 牛乳・白身魚・鶏卵・厚揚
げ・煮干・米みそ・スキムミ
ルク

精白米・麦・小麦粉(薄力
粉)・じゃがいも・ゆであずき
(缶詰)・上新粉・砂糖(三温
糖)・植物油

パイン缶・コーン，ホール(缶詰)・
にんじん・グリーンピース・レタ
ス・たまねぎ・青ねぎ

あじさい揚げ パイン缶
スキムミルク
あずきクッキー

4
・
18

木

レタス
じゃがいものみそ汁

ロールパン 牛乳 牛乳・鶏肉・スキムミルク・
しらす干し・プレーンヨーグ
ルト

さつまいも・ロールパン・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)・ごま油

かぼちゃ・たまねぎ・にんじん・セ
ロリ・キャベツ・きゅうり・もも
缶・みかん缶・バナナ・パイン缶

野菜スティック鶏肉と南瓜のクリームシチュー
じゃこサラダ フルーツヨーグルト

5
・
19

金

牛乳 牛乳・豚肉・木綿豆腐・米み
そ・鶏肉・鶏卵・かつお節・
昆布・スキムミルク

精白米・雑穀・植物油・片栗
粉・小麦粉(薄力粉)・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・こまつな・乾しいたけ・干し
ぶどう

バナナ
雑穀ごはん
豆腐と豚肉のみそ炒め
野菜の卵スープ スキムミルク

レーズンスティック

6
・
20

土

豆乳 調整豆乳・ベーコン・いか・
むきえび・粉チーズ

スパゲティ(乾)・植物油・コ
ンソメ・ビスケット

もも缶詰・たまねぎ・にんじん・こ
まつな・オレンジ

シーフードスパゲティ
オレンジ もも缶

牛乳（以上児）
豆乳（未満児）
ビスケット

8 月

雑穀ごはん 牛乳 牛乳・白身魚・ロースハム・
スキムミルク・粉寒天

精白米・雑穀・じゃがいも・
鶏がらだしの素・砂糖(三温
糖)・ごま油・植物油・マヨ
ネーズ・すりごま

バナナ・たまねぎ・パセリ・青ね
ぎ・しょうが・にんにく(生)・グ
リーンアスパラガス・にんじん・黄
ピーマン・もも缶

バナナ野菜スープ
魚の香味焼き
グリーンアスパラとハムのサラダ

スキムミルク
桃ゼリー

9
・
23

火

牛乳 牛乳・プロセスチーズ・牛ひ
き肉・豚ひき肉・芽ひじき
(乾)・油揚げ・煮干・スキム
ミルク・米みそ・鶏卵

精白米・麦・植物油・パン
粉・小麦粉(薄力粉)・ピュア
ココア・砂糖(三温糖)

たまねぎ・コーン，ホール(冷凍)・
トマト・切干だいこん・なす・にん
じん・青ねぎ

チーズ
スキムミルク

麦ごはん
かみかみバーグ
トマト
切干しだいこんのみそ汁 ココア蒸しパン

10
・
24

水

牛乳 牛乳・塩わかめ・鶏肉ささ
身・まぐろ油漬缶詰・調整豆
乳・フランクフルトソーセー
ジ・鶏卵・スキムミルク

精白米・麦・鶏がらだしの
素・植物油・上白糖・片栗
粉・ごま油・マヨネーズ・小
麦粉(薄力粉)・砂糖(三温糖)

みかん缶・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

みかん缶
麦ごはん
わかめスープ
ささみのトマト炒め 豆乳
コロコロサラダ フレンチドッグ

11 木

ごまごはん 牛乳 牛乳・牛肉・いか・厚揚げ・
野菜昆布・かつお節・昆布・
スキムミルク・鶏卵

精白米・麦・すりごま・さと
いも(冷凍)・こんにゃく・植
物油・砂糖(三温糖)・白玉
ふ・小麦粉(薄力粉)

しそ葉・にんじん・さやいんげん・
しょうが・えのきたけ・青ねぎ鳴門煮 野菜スティック

清汁 スキムミルク
台湾カステラ

12
・
26

金

牛乳 牛乳・白身魚・ピザ用チー
ズ・スキムミルク・鶏卵・エ
バミルク

ロールパン・小麦粉(薄力
粉)・植物油・カレールウ・
じゃがいも・鶏がらだしの
素・黒砂糖

オレンジ・たまねぎ・にんじん・
ピーマン・トマトケチャプ・キャベ
ツ・セロリ・パセリ

オレンジ
ロールパン
白身魚の焼きカレー風
野菜スープ スキムミルク

マーラーカオ

13
・
27

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

バナナ・乾しいたけ・ほうれんそう
(生)・にんじんヨーグルト バナナ

せんべい

16 火

牛乳 牛乳・鶏肉・はんぺん・木綿
豆腐・かつお節・昆布・スキ
ムミルク・きな粉・豆乳

精白米・麦・マーマレード・
すりごま・マヨネーズ・ホッ
トケーキミックス・植物油

もも缶詰・しょうが・キャベツ・に
んじん・きゅうり・こまつなもも缶

スキムミルク

麦ごはん
鶏のマーマレード焼き
はんぺんのサラダ
小松菜と豆腐の清汁 きな粉プルーンマフィン

22 月

雑穀ごはん 牛乳 牛乳・ちくわ・あおのり・鶏
卵・ロースハム・鶏肉・スキ
ムミルク・粉寒天

精白米・雑穀・小麦粉(薄力
粉)・緑豆はるさめ・砂糖(三
温糖)・ごま油・植物油・鶏が
らだしの素

バナナ・きゅうり・にんじん・トマ
ト・たまねぎ・かぼちゃ・セロリ・
パセリ・もも缶

竹輪の磯部揚げ バナナ
春雨サラダ
トマトスープ

スキムミルク
桃ゼリー

25 木

梅ごはん 牛乳 牛乳・白身魚・スキムミル
ク・まぐろ油漬缶詰・粉寒
天・鶏卵・生クリーム（植物
性）

精白米・麦・ふりかけ・片栗
粉・砂糖(三温糖)・パン粉・
マカロニ(乾)・マヨネーズ・
植物油・鶏がらだしの素・上
白糖

にんじん・たまねぎ・きゅうり・
コーン，クリーム(缶)・パセリ・ぶ
どうジュース・みかん缶・もも缶

ギョロッケ 野菜スティック
マカロニサラダ スキムミルク

プリンアラモードコーンスープ
ぶどうゼリー
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