
今月の宗像産

今月は10・18・23・24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・・7日

誕生会・・23日

多国籍料理・・14・28日「呉汁」日本各地に伝わる郷土料理。                                                 

令和 2 年

日 曜

乾しいたけ・ほうれんそう(生)・に
んじん・切干だいこん・きゅうり

五目うどん
切干大根のごま和え せんべい

アイスクリーム
ビスケット25 金

牛乳 牛乳・鶏卵・鶏肉・かまぼ
こ・かつお節・昆布・ロース
ハム

せんべい・うどん・砂糖(三温
糖)・白ごま(いり)・ごま油・
ラクトアイス・ビスケット

たまねぎ・にんじん・なす・しめ
じ・エリンギ・にんにく(生)・しょ
うが・キャベツ・きゅうり・パセリ

さつまいもスティック
雑穀ごはん
秋野菜とチキンのカレー
フレンチサラダ スキムミルク

きなこクッキー24 木

牛乳 牛乳・鶏肉・まぐろ油漬缶
詰・スキムミルク・鶏卵・き
な粉

さつまいも・精白米・雑穀・
植物油・カレールウ・砂糖(三
温糖)・マーガリン・上白糖・
小麦粉(薄力粉)

にんじん・たまねぎ・トマトケチャ
プ・キャベツ・りんご・きゅうり・
干しぶどう・パセリ・エリンギ・し
めじ・えのきたけ・

牛乳
にんじんスティック
スキムミルク
ココアケーキ

さつまいもごはん
チーズインハンバーグ
りんごとキャベツのフレンチサラダ

きのこスープ
みかんゼリー

23 水

牛乳・牛ひき肉・豚ひき肉・
鶏卵・プロセスチーズ・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・さつまいも・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・小麦粉(薄力粉)

しょうが・にんにく(生)・キャベ
ツ・きゅうり・にんじん・なす・青
ねぎ

鶏のさっぱり煮 チーズ
ごま酢和え
五目みそ汁

スキムミルク
米粉の豆乳蒸しパン18 金

麦ごはん 牛乳 牛乳・プロセスチーズ・鶏
肉・しらす干し・油揚げ・煮
干・米みそ・スキムミルク・
豆乳

精白米・麦・砂糖(三温糖)・
すりごま・しらたき(糸こん
にゃく)・米粉・黒砂糖・植物
油

オレンジ・にんじん・たけのこ(ゆ
で)・乾しいたけ・みつば・サラダ
菜・生しいたけ・たまねぎ・青ね
ぎ・かぼちゃ・干しぶどう

千草焼き オレンジ
サラダ菜
呉汁

豆乳
かぼちゃの包み揚げ

14
・
28

月

麦ごはん 牛乳 牛乳・豚ひき肉・鶏卵・だい
ず(水煮）・油揚げ・煮干・
米みそ・調整豆乳

精白米・麦・上白糖・植物
油・砂糖(三温糖)・バター・
春巻きの皮・小麦粉(薄力粉)

バナナ・キャベツ・たまねぎ・にん
じん・もやし・ピーマン・乾しいた
け・しょうが

ヨーグルト バナナ
ビスケット

12
・
26

土

汁ビーフン 豆乳 調整豆乳・豚肉・いか・含脂
加糖ヨーグルト

ビーフン・中華スープの素・
植物油・ごま油・鶏がらだし
の素・ビスケット

たまねぎ・ピーマン・コーン，ホー
ル(缶詰)・トマトケチャプ・レタ
ス・にんじん・オクラ・なし

麦ごはん
白身魚の洋風焼き せんべい
レタス
ベーコンスープ

スキムミルク
なし
ビスケット

11 金

牛乳 牛乳・白身魚・粉チーズ・
ベーコン・スキムミルク

せんべい・精白米・麦・マヨ
ネーズ・小麦粉(薄力粉)・
じゃがいも・鶏がらだしの
素・ビスケット

なす・にんじん・たまねぎ・ピーマ
ン・にんにく(生)・しょうが・えの
きたけ・青ねぎ

麻婆なす さつまいもスティック
わかめスープ スキムミルク

きなこクッキー10 木

雑穀ごはん 牛乳 牛乳・豚ひき肉・米みそ・塩
わかめ・スキムミルク・鶏
卵・きな粉

さつまいも・精白米・雑穀・
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・マーガ
リン

にんじん・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

牛乳
にんじんスティック

きのこごはん
白身魚と野菜のスープ
切干大根と油揚げの卵とじ スキムミルク

スキムモンブラン9 水

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・生
クリーム（植物性）

精白米・麦・片栗粉・鶏がら
だしの素・砂糖(三温糖)・さ
つまいも・クラッカー・くり
甘露煮

きゅうり・たまねぎ・にんじん・だ
いこん・ごぼう・さやいんげん・乾
しいたけ・りんご・りんごジュース

みそ汁
牛乳
きゅうりスティック

筑前煮 スキムミルク
りんごゼリー

8
・
29

火

麦ごはん 牛乳・塩わかめ・煮干・米み
そ・鶏肉・厚揚げ・焼き竹
輪・スキムミルク・粉寒天

精白米・麦・じゃがいも・こ
んにゃく・植物油・砂糖(三温
糖)

オレンジ・キャベツ・にんじん・
きゅうり・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

ロールパン
豚肉のカレーマリネ オレンジ
トマトスープ スキムミルク

ココアマーブルケーキ

7
・
30

月
・
水

牛乳 牛乳・豚肉・鶏肉・スキムミ
ルク・鶏卵

ロールパン・片栗粉・カレー
粉・植物油・砂糖(三温糖)・
鶏がらだしの素・小麦粉(薄力
粉)・バター・ピュアココア

バナナ・たまねぎ・にんじん・ピー
マン・しめじ・にんにく(生)・しょ
うが・なし

なし バナナ
牛乳(以上児）
豆乳(未満児）
せんべい

5 土

焼肉パスタ 豆乳 調整豆乳・豚肉・牛乳 スパゲティ(乾)・植物油・砂
糖(三温糖)・すりごま・せん
べい

しょうが・もやし・にんじん・青ね
ぎ

麦ごはん
魚のかば焼き チーズ
もやしのごま和え
みそ汁

スキムミルク
米粉の豆乳蒸しパン4 金

牛乳 牛乳・プロセスチーズ・白身
魚・米みそ・ちくわ・木綿豆
腐・塩わかめ・煮干・スキム
ミルク・豆乳

精白米・麦・片栗粉・砂糖(三
温糖)・すりごま・米粉・黒砂
糖・植物油

たまねぎ・にんじん・グリンピー
ス・コーン，ホール(缶詰)・キャベ
ツ・きゅうり

さつまいもスティック
ロールパン
チキンクリームシチュー
コーンとキャベツのサラダ スキムミルク

オレンジムース

3
・
17

木

牛乳 牛乳・鶏肉・スキムミルク・
豆乳・プレーンヨーグルト

さつまいも・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)・オレンジジュー
ス・砂糖(三温糖)

にんじん・パセリ・オクラ・ごぼ
う・青ねぎ・もも缶・みかん缶魚マヨ

牛乳
にんじんスティック

オクラのソテー 豆乳
けんちん汁 フルーツサンド

2
・
16

水

雑穀ごはん 牛乳・白身魚・スキムミル
ク・鶏肉・木綿豆腐・煮干・
米みそ・調整豆乳・生クリー
ム（植物性）

精白米・雑穀・片栗粉・マヨ
ネーズ・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)・食パ
ン(サンドイッチ用)

きゅうり・えのきたけ・たまねぎ・
にんじん・赤ピーマン・黄ピーマ
ン・チンゲンサイ・もやし

清汁
牛乳
きゅうりスティック

チャンプル スキムミルク
おからマフィン

1
・
15

火

麦ごはん 牛乳・塩わかめ・かつお節・
昆布・豚肉・木綿豆腐・スキ
ムミルク・鶏卵・おから

精白米・麦・ごま油・砂糖(三
温糖)・小麦粉(薄力粉)・バ
ター

9月　給食献立表 2020/8/31

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

大豆を擂り潰したﾍﾟｰｽﾄを(呉)といい、みそ汁に入れたもの。
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