
今月の宗像産

今月は7・13・15・16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・・16日

多国籍料理・・15日 「スウェーデン風キャロットケーキ：スウェーデン」

スウェーデンでは一日に何度もコーヒータイムで人が集まる(フィー

カ)という時間を作り、甘いお菓子とおしゃべりを楽しむそうです。

そのお菓子の中でも代表的なキャロットケーキは甘いクリームチー

ズを塗って食べるのがスウェーデン風ですが給食では生地の中に練

りこみました。

令和　2 年

日 曜

7月　給食献立表 2020.06.30

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

1
・
29

水

牛乳・白身魚・木綿豆腐・
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)・米粉・甘
納豆（あずき）・オリーブ油

きゅうり・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

牛乳
きゅうりスティック

麦ごはん
揚げ魚のあんかけ
豆腐とコロコロ野菜の清汁 スキムミルク

米粉の甘納豆ケーキ

2 木

牛乳 牛乳・豚ひき肉・鶏卵・芽
ひじき(乾)・スキムミルク

せんべい・ロールパン・片栗
粉・じゃがいも・鶏がらだし
の素・上白糖・オリーブ油・
カレー粉・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・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

せんべい
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

ココアクッキー

3
・
17

金

雑穀ごはん 牛乳 牛乳・牛肉・木綿豆腐・塩
わかめ・煮干・スキムミル
ク・米みそ・豆乳・粉寒天

精白米・雑穀・砂糖(三温
糖)・植物油・片栗粉

もも缶詰・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・バナナ・もも缶・パ
イン缶・みかん缶

牛肉のつけ焼き もも缶
スキムミルクサラダ菜

かぼちゃのみそ汁 フルーツ豆乳かん

4
・
18

土

ジャージャー麺 豆乳 調整豆乳・牛ひき肉・赤色
辛みそ・牛乳

中華めん・植物油・ごま油・
砂糖(三温糖)・片栗粉・ビス
ケット

バナナ・たまねぎ・にんじん・ピー
マン・しょうが・乾しいたけ・すい
か

すいか バナナ
牛乳(以上児）
豆乳(未満児）
ビスケット

6
・
20

月

牛乳・しらす干し・厚揚
げ・煮干し・豚肉もも・煮
干・米みそ・スキムミルク

精白米・麦・上白糖・片栗
粉・ごま油・植物油・じゃが
いも・こんにゃく・・ホット
ケーキミックス

きゅうり・にんじん・チンゲンサ
イ・乾しいたけ・たまねぎ・ごぼ
う・青ねぎ・バナナ・干しぶどう

牛乳
きゅうりスティック

しらすごはん
厚揚げとチンゲン菜の炒め煮
豚汁 スキムミルク

シリアルスコーン

21 火

牛乳 牛乳・木綿豆腐・油揚げ・
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・
粉寒天

精白米・麦・小麦粉(薄力
粉)・植物油・砂糖(三温糖)・
片栗粉

バナナ・たまねぎ・青ねぎ・とうが
ん・にんじん・グリンピース・りん
ごジュース・パイン缶

麦ごはん
みそ汁 バナナ

スキムミルク魚のチーズピカタ
冬瓜のそぼろ煮 アップルパインゼリー

8
・
22

水

牛乳 牛乳・豚肉ヒレ・鶏卵・鶏
肉・調整豆乳・粉チーズ

ロールパン・小麦粉(薄力
粉)・パン粉・植物油・鶏がら
だしの素

オレンジ・トマトケチャプ・とうも
ろこし・トマト・オクラ・たまね
ぎ・にんじん・セロリ・えのきたけ

オレンジ
ロールパン
豚カツ
ゆでとうもろこし 豆乳
オクラのスープ チーズボール

9
・
30

木

牛乳 牛乳・豚ひき肉・鶏卵・芽
ひじき(乾)・煮干・豚肉

さつまいも・精白米・麦・片
栗粉・じゃがいも・植物油・
砂糖(三温糖)・ラクトアイ
ス・ビスケット

青ねぎ・しょうが・にんじん・キャ
ベツ・こまつな・コーン，ホール
(缶詰)

さつまいもスティック
麦ごはん
ひじき団子のスープ
小松菜の炒め物 アイスクリーム

ビスケット

10
・
31

金

牛乳・牛ひき肉・豚ひき
肉・まぐろ油漬缶詰

精白米・雑穀・植物油・カ
レールウ・マヨネーズ・ク
ラッカー

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

牛乳
にんじんスティック

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 すいか

クラッカー

11
・
25

土

五目冷やしうどん 豆乳 調整豆乳・鶏卵・鶏肉・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

もも缶詰・きゅうり・トマト・乾し
いたけヨーグルト もも缶

せんべい

27 月

麦ごはん 牛乳 牛乳・プロセスチーズ・白
身魚・鶏卵・ベーコン・調
整豆乳・きな粉

精白米・麦・小麦粉(薄力
粉)・植物油・マーガリン・マ
ヨネーズ・じゃがいも・鶏が
らだしの素・食パン(サンド
イッチ用)・砂糖(三温糖)・バ
ター

たまねぎ・パセリ・レタス・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

ムニエル チーズ
レタス 豆乳
ミネストローネ きな粉パン

14
・
28

火

牛乳 牛乳・鶏卵・煮干・鶏肉・
焼き豆腐・野菜昆布・まぐ
ろ油漬缶詰・スキムミル
ク・プレーンヨーグルト・
生クリーム（植物性）

精白米・麦・植物油・じゃが
いも・こんにゃく・砂糖(三温
糖)・ブルーベリージャム

パイン缶・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・レモン果汁

パイン缶
スキムミルク

麦ごはん
かき玉汁
五目煮
切干だいこんの和え物 ヨーグルトムース

7 火

七夕寿司 牛乳 牛乳・昆布・鶏卵・しらす
干し・油揚げ・桜でんぶ(ピ
ンク)・鶏肉・米みそ・かつ
お節・スキムミルク・粉寒
天

精白米・砂糖(三温糖)・植物
油・そうめん(乾)

バナナ・にんじん・ごぼう・乾しい
たけ・きぬさや・しょうが・きゅう
り・みかん缶・レモン果汁・オク
ラ・りんごジュース・パイン缶

鶏の味噌漬け バナナ
スキムミルクレモン酢和え

天の川の清汁 アップルパインゼリー

13 月

牛乳 牛乳・プロセスチーズ・鶏
卵・ベーコン・調整豆乳・
きな粉

精白米・麦・乾燥マッシュポ
テト・小麦粉(薄力粉)・パン
粉・植物油・鶏がらだしの
素・食パン(サンドイッチ用)

かぼちゃ・パセリ・トマト・たまね
ぎ・なす・オクラ・にんじん

麦ごはん
かぼちゃのコロッケ チーズ
トマト 豆乳
コンソメスープ きな粉パン

15 水

ロールパン 牛乳・鶏肉・ベーコン・ス
キムミルク・粉チーズ・鶏
卵・クリームチーズ

ロールパン・マカロニ(乾)・
マーガリン・小麦粉(薄力
粉)・鶏がらだしの素・パン
粉・植物油・砂糖(三温糖)

きゅうり・にんじん・しめじ・グリ
ンピース・トマト・たまねぎ・かぼ
ちゃ・セロリ・パセリ・バナナ

マカロニグラタン
牛乳
きゅうりスティック

トマトスープ スキムミルク
スウェーデン風キャロットケーキ

16 木

とうもろこしごはん 牛乳 牛乳・むきえび・鶏卵・鶏
肉・粉寒天・スキムミル
ク・生クリーム（植物性）

せんべい・精白米・麦・小麦
粉(薄力粉)・パン粉・植物
油・砂糖(三温糖)・鶏がらだ
しの素・オレンジジュース

スイートコーン・キャベツ・パイン
缶・きゅうり・パセリ・たまねぎ・
なす・ズッキーニ・にんじん・もも
缶

エビフライ せんべい
スキムミルク
フルーツロールケーキ

ハワイアンサラダ
夏野菜スープ
みかんゼリー
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