
今月の宗像産

今月は15・22・28・30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・・5日

お弁当の日・・19日

誕生会・・22日

行事食・・30日（ハロウィン給食）　

郷土料理・・8日 のっぺい汁

日本全国に分布する郷土料理の一つ、料理の際に残る野菜の皮やへたを
ごま油で炒め、煮てしるにしたもの。味付けはだし汁、食塩、醤油で煮
て片栗粉でとろみをつける。

令和 2 年

日 曜

10月　給食献立表 2020.09.30

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

木

牛乳・白身魚・木綿豆腐・鶏
卵・米みそ・かつお節・ベー
コン・スキムミルク

精白米・麦・片栗粉・砂糖(三
温糖)・植物油・鶏がらだしの
素・ホットケーキミックス・
無塩バター

きゅうり・れんこん・にんじん・た
まねぎ・しょうが・エリンギ・はく
さい・パセリ・干しぶどう

牛乳
きゅうりスティック
スキムミルク

麦ごはん
魚とれんこんのハンバーグ風
人参ときのこのソテー
白菜とベーコンのスープ レーズンスコーン

2
・
16

金

牛乳 牛乳・豚肉・まぐろ油漬缶
詰・塩わかめ・かつお節・ス
キムミルク・木綿豆腐・豆乳

さつまいも・精白米・麦・鶏
がらだしの素・ごま油・植物
油・砂糖(三温糖)・片栗粉・
米粉

えのきたけ・にんじん・青ねぎ・
ピーマン・赤ピーマン・黄ピーマ
ン・たまねぎ・だいこん・かぼちゃ

さつまいもスティック
麦ごはん
中華スープ
ピーマンと豚肉の炒め物
わかめの酢の物

スキムミルク
かぼちゃと豆腐の米粉ケーキ

3
17
31

土

あんかけそば 豆乳 調整豆乳・豚肉・いか・かま
ぼこ・含脂加糖ヨーグルト

中華めん・植物油・コンソ
メ・砂糖(三温糖)・片栗粉・
せんべい

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

せんべい

5
・
19

月

麦ごはん 牛乳 牛乳・プロセスチーズ・鶏
肉・鶏卵・木綿豆腐・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)・パン粉・植物油・砂糖
(三温糖)・ホットケーキミッ
クス

キャベツ・パイン缶・きゅうり・パ
セリ・たまねぎ・青ねぎ・こまつなチキンカツ チーズ

ハワイアンサラダ
みそ汁

スキムミルク
小松菜とプルーンのマフィン

6
・
20

火

雑穀ごはん 牛乳 牛乳・豚肩肉・鶏卵・スキム
ミルク・粉寒天

精白米・雑穀・じゃがいも・
しらたき(糸こんにゃく)・植
物油・砂糖(三温糖)・片栗
粉・鶏がらだしの素

なし・にんじん・たまねぎ・グリン
ピース・もやし・チンゲンサイ・り
んごジュース・パイン缶

肉じゃが なし
かき玉汁 スキムミルク

アップルパインゼリー

7
・
21

水

牛乳・鶏肉・スキムミルク・
かまぼこ・芽ひじき(乾)・鶏
卵

ロールパン・植物油・鶏がら
だしの素・バター・小麦粉(薄
力粉)・コンソメ・マヨネー
ズ・砂糖(三温糖)・すりご
ま・マーガリン

きゅうり・かぼちゃ・たまねぎ・に
んじん・セロリ・マッシュルーム水
煮缶詰

牛乳
きゅうりスティック

ロールパン
かぼちゃシチュー
ひじきの和風サラダ スキムミルク

にんじんカップケーキ

8 木

麦ごはん 牛乳・白身魚・粉チーズ・鶏
肉・煮干・スキムミルク

精白米・麦・小麦粉(薄力
粉)・コンソメ・植物油・さと
いも・こんにゃく・片栗粉・
クラッカー

にんじん・たまねぎ・トマト・にん
にく(生)・パセリ・トマトケチャ
プ・だいこん・ごぼう・生しいた
け・青ねぎ・なし

魚の天火焼き
牛乳
にんじんスティック

のっぺい汁 スキムミルク
なし
クラッカー

9
・
23

金

牛乳 牛乳・塩わかめ・煮干・厚揚
げ・まぐろ油漬缶詰・調整豆
乳・ピザ用チーズ・ベーコン

さつまいも・精白米・麦・白
玉ふ・植物油・カレー粉・砂
糖・すりごま・食パン(サンド
イッチ用）・マヨネーズ

青ねぎ・たまねぎ・にんじん・生し
いたけ・コーン，ホール(缶詰)・さ
やいんげん・にんにく(生)・ほうれ
んそう(生)・ピーマン・トマト

さつまいもスティック
豆乳

麦ごはん
清汁
厚揚げとツナのカレー炒め
ほうれん草のごまの和え ピザトースト

10
・
24

土

肉うどん 豆乳 調整豆乳・牛肉もも・鶏卵・
かつお節・昆布・牛乳

うどん・砂糖(三温糖)・植物
油・ビスケット

オレンジ・たまねぎ・にんじん・青
ねぎ・バナナバナナ オレンジ

牛乳(以上児）
豆乳(未満児）
ビスケット

12
・
26

月

牛乳 牛乳・豚肉・ロースハム・お
から・調整豆乳・豆乳

せんべい・ロールパン・鶏が
らだしの素・コンソメ・マヨ
ネーズ・砂糖(三温糖)・さつ
まいも・米粉・上白糖・植物
油(揚げ吸油分)

れんこん・キャベツ・たまねぎ・に
んじん・かぶ・セロリ・きゅうりせんべい

ロールパン
ポトフ
おからサラダ 豆乳

さつまいもドーナツ

13
・
27

火

雑穀ごはん 牛乳 牛乳・白身魚・塩わかめ・煮
干・スキムミルク・米みそ・
鶏卵・プレーンヨーグルト

精白米・雑穀・片栗粉・植物
油(揚げ吸油分)・ごま油・砂
糖(三温糖)・中華スープの
素・小麦粉(薄力粉)・マーガ
リン

りんご・しょうが・青ねぎ・サラダ
菜・だいこん・はくさい・えのきた
け・にんじん・レモン果汁

シュンユイ りんご
サラダ菜
だいこんのみそ汁

スキムミルク
バスブーサ

14 水

牛乳・鶏肉・煮干・木綿豆
腐・かつお節・昆布・スキム
ミルク・鶏卵

精白米・麦・さといも・植物
油・砂糖(三温糖)・さつまい
も・マーガリン

にんじん・乾しいたけ・さやいんげ
ん・こまつな

牛乳
にんじんスティック

麦ごはん
鶏肉と里芋のうま煮
小松菜と豆腐の清汁 スキムミルク

スイートポテト

15 木

麦ごはん 牛乳・鶏ひき肉・木綿豆腐・
いか・スキムミルク

精白米・麦・しゅうまいの
皮・砂糖(三温糖)・片栗粉・
ごま油・じゃがいも・鶏がら
だしの素・植物油・上白糖

きゅうり・しょうが・グリンピー
ス・ほうれんそう(生)・もやし・チ
ンゲンサイ・たまねぎ・にんじん・
パセリ

鶏シュウマイ
牛乳
きゅうりスティック

中華和え
野菜スープ

スキムミルク
芋もち

22 木

牛乳・鶏肉(小切り)・油揚
げ・焼き竹輪・プロセスチー
ズ・鶏卵・豆乳・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・マ
ヨネーズ・小麦粉(薄力粉)・
カレー粉・鶏がらだしの素・
砂糖(三温糖)・植物油

にんじん・ごぼう・かぼちゃ・コー
ン，ホール(冷凍)・きゅうり・コー
ン，クリーム(缶)・コーン，ホール
(缶詰)・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
さつまいものロールケーキ

かしわごはん
かぼちゃとさつまいものサラダ
ちくわチーズ天
きのこと豆乳のコーンスープ
ぶどうゼリー

28 水

牛乳 牛乳・鶏卵・ウインナーソー
セージ・スキムミルク

精白米・麦・じゃがいも・植
物油・バター・鶏がらだしの
素・さつまいも・砂糖(三温
糖)・マーガリン

にんじん・たまねぎ・パセリ・チン
ゲンサイ・かぶ・コーン，ホール(缶
詰)・もも缶

もも缶
スキムミルク

麦ごはん
ウインナーのオムレット
にんじんのグラッセ
コンソメスープ スイートポテト

30 金

牛乳 牛乳・豚ひき肉・鶏卵・ロー
スハム・まぐろ油漬(缶詰)・
スキムミルク

さつまいも・精白米・麦・ふ
りかけ・乾燥マッシュポテ
ト・カレー粉・小麦粉(薄力
粉)・パン粉・植物油(揚げ吸
油分)・スパゲティ(サラダ)・
すりごま・白ごま(いり)

かぼちゃ・たまねぎ・コーン，ホー
ル(冷凍)・きゅうり・にんにく
(生)・パセリ

彩りごはん
かぼちゃのカレーコロッケ さつまいもスティック

スキムミルクサラダスパゲティー
キャロットスープ ハロウィンクッキー
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