
おもにからだをつくる おもにからだのちょうしを おもにねつやちからの

エネルギー　　　　　　　たんぱくしつ　　　　　　　　　　もの 　　　　　　ととのえるもの 　　　　　もとになるもの

Kcal g
ししゃもフライ ぎゅうにゅう　ししゃも こまつな　もやし　にんじん こめ　むぎ

ごはん こまつなのおひたし かつおぶし　とうふ たまねぎ　ねぎ じゃがいも

みそしる　オレンジ あぶらあげ　わかめ オレンジ

ぶたじゃが ぎゅうにゅう　ぶたにく にんじん　たまねぎ　 こめ　じゃがいも

ごはん キャベツのごまあえ いんげん　なっとう キャベツ　もやし こんにゃく　ごま

なっとう にんじん　

シンガポールビーフン ぎゅうにゅう　ぶたにく たまねぎ　にんじん　キャベツ パン　ビーフン

キャロットパン ドレッシングサラダ きくらげ　ねぎ　きゅうり あぶら　ゼリー

レモンゼリー コーン

【虫歯予防デー】 ぎゅうにくコロッケ ぎゅうにゅう　だいず たくあん　キャベツ　きゅうり じゃがいも　あぶら

だいずのかみかみごはん たくわんあえ しらすぼし　こんぶ にんじん　たまねぎ　 ごま　ふ

すましじる　するめ とうふ　わかめ　するめ ねぎ

【1年生給食試食会】 さばのホイルやき ぎゅうにゅう　さば にんじん　たけのこ　にんじん こめ　むぎ

むぎごはん くきわかめのいために わかめ　かつおぶし ごぼう　しいたけ あぶら　ごま　さとう

けんちんじる　アセロラゼリー とりにく　とうふ こんにゃく　じゃがいも

ぶたにくとピーマンのいためもの ぎゅうにゅう　ぶたにく にんじん　ピーマン　たけのこ こめ　むぎ

むぎごはん ぼうぎょうざ ベーコン　うずらのたまご にんにく　たまねぎ　にいんじん あぶら

ふりかけ ちゅうかスープ しいたけ　チンゲンサイ

ほきのてりやき ぎゅうにゅう　ホキ ごぼう　にんじん　たまねぎ こめ　こんにゃく

ごはん ごぼうサラダ ぎゅうにく　とうふ こまつな　えのき ごま　あぶら

みそしる あぶらあげ　わかめ

ポークビーンズ ぎゅうにゅう　ぶたにく たまねぎ　にんじん　ﾏｯｼｭﾙｰﾑ パン　あぶら

ワンローフパン アーモンドサラダ だいず　ひよこまめ パセリ　にんにく　トマト　キャベツ アーモンド

メロン ﾁｰｽﾞ　なまｸﾘｰﾑ　ﾊﾑ きゅうり　レモン　メロン

かきあげうどん ぎゅうにゅう　とりにく こまつな　キャベツ　にんじん こめ　うどん

わかめごはん ちぐさあえ しらすぼし　わかめ コーン　もやし　たまねぎ あぶら　さとう

しいたけ　ねぎ　ごぼう

カレーマーボー ぎゅうにゅう　とうふ たまねぎ　にんじん　にら　 こめ　でんぷん

ごはん バンサンスー ぶたにく　ぎゅうにく にんにく　しょうが　きゅうり はるさめ　さとう

きくらげのつくだに フルーツ杏仁 レンズまめ　ﾊﾑ　たまご キャベツ　きくらげ あぶら

ぶたにくとやさいのにもの ぎゅうにゅう　ぶたにく たまねぎ　にんじん　ごぼう こめ　むぎ

むぎごはん きりぼしだいこんのごまずあえ あつあげどうふ　ちくわ しいたけ　だいこん　きゅうり こんにゃく　さとう

のりかつおふりかけ オレンジ いんげんまめ きくらげ　オレンジ ごま

ビビンバ ぎゅうにゅう　ぎゅうにく ほうれんそう　にんじん　もやし こめ　さとう　

ごはん わかめスープ わかめ　かまぼこ キムチ　ねぎ　たまねぎ あぶら　ごま　さとう

ヨーグルト ヨーグルト えのき　にんにく　しょうが はるさめ　

とりにくのバーベキューソース ぎゅうにゅう　とりにく たまねぎ　りんご　みかん パン　でんぷん

しょくパン ゆでやさい ベーコン　なまｸﾘｰﾑ キャベツ　きゅうり　たまねぎ じゃがいも

いちじくジャム ちんげんさいのミルクスープ にんじん　チンゲンサイ　コーン

さけのしおやき ぎゅうにゅう　さけ　 にんじん　だいこん　 こめ　むぎ

むぎごはん ひじきのいために ひじき　とりにく キャベツ　ねぎ こんにゃく　さとう

ぶたじる ぶたにく　とうふ じゃがいも

【食育の日】 だいずのいそに ぎゅうにゅう　だいず にんじん　きゅうり　キャベツ こめ　こんにゃく

ごはん いかしゅうまい とりにく　ひじき　てんぷら じゃがいも　あぶら

ふりかけ そくせきづけ あぶらあげ　いんげん　こんぶ さとう　

あつあげのちゅうかに ぎゅうにゅう　あつあげ たまねぎ　にんじん　きくらげ こめ　むぎ

むぎごはん ちゅうかふうハムサラダ ぶたにく　うずらのたまご チンゲンサイ　たけのこ　にんにく あぶら　でんぷん

うめぼし ハム しょうが　キャベツ　きゅうり さとう

ポテトそぼろに ぎゅうにゅう　だいず たまねぎ　しいたけ　しょうが こめ　じゃがいも

ごはん ごまじゃこあえ とりにく　しらすぼし にんじん　えだまめ　こまつな さとう　でんぷん

ふりかけ もやし　キャベツ ごま

てりやきハンバーグ ぎゅうにゅう　とりにく キャベツ　きゅうり　レモン パン　あぶら

バーガーパン ハムサラダ ハム　ベーコン　いんげん たまねぎ　にんじん じゃがいも

コーンシチュー　きょほうシャーベット バター　ﾁｰｽﾞ ﾏｯｼｭﾙｰﾑ　コーン

ハヤシライス ぎゅうにゅう　ぎゅうにく たまねぎ　にんじん　ﾏｯｼｭﾙｰﾑ こめ　むぎ

むぎごはん あまなつサラダ いんげん　ﾁｰｽﾞ キャベツ　きゅうり　みかん あぶら　じゃがいも

アーモンドカル いりこ アーモンド

きびなごのカリカリフライ ぎゅうにゅう　きびなご きゅうり　コーン　かぼす こめ　むぎ

むぎごはん きりぼしだいこんとじゃがいものうまに わかめ　とりにく にんじん　だいこん　 さとう　じゃがいも

すのもの えだまめ こんにゃく

ミートボールのあまずあえ ぎゅうにゅう　ぎゅうにく たまねぎ　にんじん　ピーマン こめ　むぎ

むぎごはん ちゅうかあえ うずらのたまご　くらげ きゅうり　キャベツ　コーン じゃがいも　あぶら

ひややっこ とうふ　 さとう　ごま

いわしのおかかに ぎゅうにゅう　いわし きゅうり　ごぼう　にんじん こめ　ごま

ごはん わふうサラダ わかめ　ちくわ しいたけ　たまねぎ ｴｯｸﾞﾌﾘｰﾏﾖﾈｰｽﾞ

しらたまじる とりにく こまつな しらたまもち

1
月

613 21.5

２
火

656 24.3

平成２７年度６月分学校給食献立表 ざ　　　い　　　り　　　ょ　　　う

筑前町立中牟田小学校

日
曜

こ　　　ん　　　だ　　　て

しゅしょく 牛乳 ふくしょく

５
金

685 30.7

８
月

647 23.2

３
水

591 18.5

４
木

642 25.8

９
火

570 25.4

１０
水

689 29.7

１５
月

660 23.4

１６
火

636 24.4

１１
木

621 18.6

１２
金

688 29.3

１９
金

623 24.6

１７
水

666 28.4

２２
月

683 27.9

２３
火

627 22.3

１８
木

650 28.8

２６
金

632 21.2

２４
水

717 33.0

２５
木

677 23.1

　　※材料などの都合により、献立を変更することがあります。

２９
月

710 24.3

３０
火

699 24.9

今月の献立より

・４日は虫歯予防デーです。

献立にするめがつきます。

よくかんで食べましょう。

・今月の食育の日（１９日）の

メニューは 「大豆の磯煮」です。

今月は食育月間になっています。食育基本法では、「食育」を

①生きる上での基本であって、知育、徳育及び体育の基礎となるべきもの。

②様々な経験を通じて「食」に関する知識と「食」を選択する力を習得し、健全な食生活を実践することが

できる人間を育てること。

と、位置付けています。長年の習慣はなかなか変えられないものです。心身ともに健康な生活を送るために、

子どものうちから望ましい食習慣を形成していくことが大切です。


