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エネルギー たんぱくしつ

Kcal g
とうふのフライ ぎゅうにゅう　だいず キャベツ　もやし　にんじん こめ　もち

くりごはん キャベツのごまあえ とうふ　とりにく しょうが　しいたけ　だいこん くり　ごま

だぶ ごぼう　れんこん こんにゃく　でんぷん

いわしのトマトに ぎゅうにゅう　いわし たまねぎ　にんじん こめ　むぎ

やさいいため ベーコン　とりにく キャベツ　ピーマン あぶら

さつまじる とうふ　 だいこん　ごぼう さつまいも

マーボーとうふ ぎゅうにゅう　とうふ たまねぎ　にんじん　しょうが こめ　むぎ

むぎごはん バンサンスー とりにく　ハム たけのこ　しいたけ　ねぎ さとう　でんぷん

　 きゅうり　キャベツ　にんにく はるさめ　ごま　さとう

こうやどうふのごもくに ぎゅうにゅう　とりにく にんじん　きゅうり こめ　むぎ

ごはん そくせきづけ ひじき　こうやとうふ キャベツ　えだまめ こんにゃく　じゃがいも

なっとう なっとう　こんぶ　 あぶら　さとう　ごま

タンドリーチキン ぎゅうにゅう　とりにく キャベツ　きゅうり　コーン ナン　あぶら
ナン ツナサラダ ヨーグルト　ツナ レモン　にんじん じゃがいも

コンソメスープ ウインナー たまねぎ　キャベツ
さばのにつけ ぎゅうにゅう　さば こまつな　だいこん　もやし こめ　むぎ

むぎごはん アーモンドあえ たまご　とりにく ごぼう　にんじん　ねぎ アーモンド　さとう

しらたまじる たまねぎ　 もち

【目の愛護デー】 ちくわのにしょくあげ ぎゅうにゅう　ちくわ キャベツ　きゅうり　レモン こめ　こむぎこ　

ごはん レモンあえ かつおぶし　ぶたにく だいこん　にんじん　ごぼう でんぷん　あぶら

ぶたじる　ブルーベリータルト とうふ はくさい　しょうが　ブルーベリー こんにゃく　ゼリー

おでん ぎゅうにゅう　とりにく だいこん　こまつな　もやし こめ　むぎ

むぎごはん ごまじゃこあえ こんぶ　あつあげ　うずらのたまご キャベツ　にんじん こんにゃく　さといも

ふりかけ がんも　ちくわ　しらすぼし ごま

ジャージャーめん ぎゅうにゅう　ぶたにく しいたけ　にんじん　たまねぎ パン　めん

コッペパン はるまき こんぶ　 ねぎ　しょうが　にんにく あぶら　さとう

きゅうりのしおこんぶあえ きゅうり　キャベツ　

さんまのしおやき　きず ぎゅうにゅう　さんま きず　こまつな　もやし こめ　じゃがいも

ごはん こまつなのおひたし かまぼこ　あぶらあげ にんじん　ごぼう こんにゃく　ふ

のっぺいじる ねぎ　 でんぷん　

いかシュウマイ ぎゅうにゅう　ぎゅうにく にんじん　たまねぎ　こまつな こめ　はるさめ

ごはん チャプチェ たまご　シュウマイ エリンギ　チンゲンサイ　たまねぎ さとう　あぶら

ちゅうかふうコーンスープ えのき　コーン でんぷん

【食育の日】 にくじゃが ぎゅうにゅう　ぎゅうにく にんじん　たまねぎ こめ　むぎ

むぎごはん クロダマルサラダ クロダマル きゅうり　コーン じゃがいも　こんにゃく

きびなごのカリカリフライ ツナ　わかめ　きびなご えだまめ あぶら　ﾉﾝｴｯｸﾞﾏﾖﾈｰｽﾞ

きつねうどん ぎゅうにゅう　わかめ たまねぎ　ごぼう　しいたけ こめ　うどん

しそわかめごはん ちぐさあえ とりにく　てんぷら ねぎ　こまつな　キャベツ　にんじん さとう　ごま

みかん あぶらあげ　しらすぼし コーン　もやし　みかん あぶら

さけのマヨネーズやき ぎゅうにゅう　さけ たまねぎ　にんじん　しめじ パン　あぶら　

ワンローフパン こふきいも チーズ　ベーコン ﾋﾟｰﾏﾝ　コーン　たまねぎ じゃがいも　スパゲッティ

ジャム パスタスープ にんじん　セロリー　きぬさや ノンエッグマヨネーズ
<6年生修学旅行> とりにくとさつまいものうまに ぎゅうにゅう　とりにく しょうが　にんにく　にんじん こめ　むぎ　でんぷん
むぎごはん にくだんごスープ うずらのたまご たけのこ　きぬさや　たまねぎ さつまいも　あぶら

とりつくね にんじん　チンゲンサイ さとう　マロニー

<6年生修学旅行> ポークカレー ぎゅうにゅう　ぶたにく たまねぎ　にんじん　にんにく こめ　じゃがいも

むぎごはん おたのしみデザート チーズ　なまｸﾘｰﾑ あぶら

ふくじんづけ ヨーグルト　
チキンなんばん ぎゅうにゅう　とりにく キャベツ　きゅうり　コーン こめ　むぎ　あぶら

むぎごはん ドレッシングサラダ とうふ　わかめ たまねぎ　レモン さとう　じゃがいも
じゃがいものみそしる あぶらあげ ねぎ
はっぽうさい ぎゅうにゅう　ぶたにく たまねぎ　にんじん　きくらげ　にんにく こめ　あぶら　でんぷん

ごはん ちゅうかあえ イカ　うずらのたまご もやし　たけのこ　しょうが ごま
だいずのあまからあげ だいず　しらすぼし　くらげ ねぎ　コーン　きゅうり　コーン
きのこのシチュー ぎゅうにゅう　とりにく たまねぎ　にんじん　しめじ パン　じゃがいも

しょくパン グリーンサラダ なまクリーム エリンギ　キャベツ　きゅうり あぶら
クレープ しろいんげんまめ
ツナマヨオムレツ ぎゅうにゅう　とりにく コーン　たまねぎ　にんじん こめ　あぶら　

コーンピラフ アーモンドサラダ ツナ　ハム　ベーコン えだまめ　セロリー アーモンド　じゃがいも
やさいスープ レンズまめ はくさい　きゅうり　
やきししゃも ぎゅうにゅう　ししゃも にんじん　だいこん　しめじ こめ　こんにゃく

ごはん ひじきのいためもの ひじき　てんぷら えのき　　みかん あぶら　はるさめ
ぎゅうにくスープ　みかん いんげん　ぎゅうにく　とうふ
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※　材料などの都合により、献立を変更することがあります。
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生活習慣病に注意！！
今月の献立より

○１０月１０日は「目の愛護デー」です。
目によいといわれているブルーベリーのタルトが
あります。
○１９日の食育の日は筑前町特産のクロダマルを
使った「クロダマルサラダ」です。

生活習慣病は食事や運動習慣、休養(睡眠)、
喫煙や飲酒などの生活習慣が病気の発症や進行に
かかわっています。
生活習慣病は、生活習慣を改善することである程度は防ぐこと

ができる病気です。そのためにも、子どものときから健康的な生
活習慣を身につけ、実践していくことが大切です。
みなさんも毎日三食しっかり食べたり、早寝早起きをしたり、

運動をしたりと規則正しい生活を送るようにしましょう。


