
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

あつあげのちゅうかに あつあげとうふ　ぶたにく たまねぎ　にんじん　きくらげ こめ　むぎ

むぎごはん バンサンスー うずらのたまご　ハム ちんげんさい　たけのこ　しょうが あぶら　さとう

ぎゅうにゅう キャベツ　きゅうり ごまあぶら

メルフライ メルルーサ　ハム ほうれんそう　たまねぎ パン　あぶら

ワンローフパン ポパイサラダ チーズ　たまご　ベーコン にんじん　キャベツ ノンエッグマヨネーズ

たまごスープ　ヨーグルト ぎゅうにゅう　ヨーグルト でんぷん　じゃがいも

【筑前町和食の日】 れんこんいりとりつくね とりにく　とうふ きりぼしだいこん　きゅうり こめ　さつまいも

さつまいもごはん きりぼしだいこんのごまずあえ あぶらあげ　わかめ にんじん　きくらげ くろごま　さとう

こまつなのみそしる ぎゅうにゅう　みそ たまねぎ　こまつな　えのき

だいずのいそに だいず　とりにく いとこんにゃく　にんじん こめ　むぎ

むぎごはん ちぐさあえ ひじき　てんぷら えだまめ　こまつな　キャベツ さとう　あぶら

みかん ぎゅうにゅう　あぶらあげ コーン　もやし　みかん ごまあぶら　じゃがいも

さばのしおやき さば　ハム　チーズ キャベツ　きゅうり こめ　むぎ

むぎごはん マカロニサラダ かまぼこ　あぶらあげ にんじん　ごぼう　こんにゃく ノンエッグマヨネーズ

のっぺいじる ぎゅうにゅう ねぎ でんぷん　じゃがいも　

おやこうどん とりにく　たまご たまねぎ　にんじん　ねぎ こめ　ごま

ごはん メンチカツ ちくわ　 ほうれんそう　もやし あぶら　

ほうれんそうのごまあえ ぎゅうにゅう

ポークビーンズ ぶたにく　だいず たまねぎ　にんじん　トマト パン　あぶら

しょくパン ドレッシングサラダ ひよこまめ　チーズ キャベツ　きゅうり さとう　なまクリーム

りんご ぎゅうにゅう　みそ りんご
だいこんとさといものそぼろに なっとう　とりにく だいこん　たまねぎ　にんじん こめ　むぎ

むぎごはん たくあんあえ あつあげどうふ　 えだまめ　たくあん　キャベツ さとう　あぶら

なっとう ぎゅうにゅう　こんぶ きゅうり ごま

すどり とりにく　うずらのたまご しょうが　たまねぎ　にんじん こめ　でんぷん

ごはん しるビーフン ぎゅうにく ピーマン　たけのこ　にら あぶら　ビーフン

みかん ぎゅうにゅう もやし　ねぎ　トマト　みかん さとう

さんまのかばやき さんま　かつおぶし キャベツ　きゅうり こめ　むぎ

むぎごはん レモンあえ あぶらあげ　みそ レモン　かんぴょう　たまねぎ あぶら　さとう

しちさいじる ぎゅうにゅう かぼちゃ　だいこん　にんじん じゃがいも

あつやきたまご あぶらあげ　いりこ こんにゃく　にんじん　えだまめ こめ　あぶら

いりこめし わふうサラダ たまご　わかめ　ちくわ きゅうり　ごぼう　たまねぎ ごまあぶら　ごま

しらたまじる ぎゅうにゅう　とりにく こまつな しらたまもち　ノンエッグマヨネーズ

はくさいのクリームに ベーコン　チーズ はくさい　たまねぎ　にんじん パン　あぶら

しょくパン ツナサラダ ツナ えだまめ　キャベツ　きゅうり バター　こむぎこ

キウイフルーツ ぎゅうにゅう コーン　レモン　キウイフルーツ なまクリーム

【食育の日】 はっぽうさい ぶたにく　いか　クロダマル きくらげ　たまねぎ　にんじん こめ　むぎ　こむぎこ

むぎごはん クロダマルいりだいがくいも うずらのたまご　ウインナー はくさい　もやし　たけのこ あぶら　ごまあぶら
きくらげのつくだに ぎゅうにゅう ねぎ　しょうが くろごま　さとう　さつまいも

ポークカレー ぶたにく　チーズ たまねぎ　にんじん　にんにく こめ　むぎ

むぎごはん ハムサラダ ハム　 りんご　しょうが じゃがいも

ふくじんづけ ぎゅうにゅう キャベツ　きゅうり　レモン あぶら　なまクリーム

よせなべ ツナ　だいず　のり にんじん　しょうが　はくさい こめ　むぎ

むぎごはん いわしのうめのかおりあげ とりにく　とうふ えのき　しめじ　ねぎ　ごぼう さとう　あぶら

ツナだいず のりあえ ぎゅうにゅう　いわし ほうれんそう　もやし マロニー
オムレツきのこソースかけ オムレツ　ベーコン たまねぎ　しめじ　トマト パン　あぶら

レーズンパン ブロッコリーのドレッシングあえ ぎゅうにゅう ブロッコリー　たまねぎ　にんじん さとう　じゃがいも

ポトフ キャベツ　だいこん　ぶどう

さけのぎずみそやき さけ　みそ　ひじき たまねぎ　えのき　ねぎ　きず こめ　あぶら

ごはん ひじきのいためもの あぶらあげ　てんぷら　 にんじん　えだまめ　こんにゃく ノンエッグマヨネーズ

けんちんじる ぎゅうにゅう　とうふ ごぼう　ほししいたけ でんぷん　さとう
きりぼしだいこんとじゃがいものうまに とりにく　 きりぼしだいこん　にんじん こめ　じゃがいも

ごはん そくせきづけ こんぶ たまねぎ　えだまめ　きゅうり あぶら　さとう

みかん ぎゅうにゅう キャベツ　みかん ごま

みそおでん とりにく　あつあげどうふ にんじん　こんにゃく　だいこん こめ　むぎ

むぎごはん ごまじゃこあえ がんもどき　こんぶ　ちくわ こまつな　もやし　キャベツ さといも　ごま

りんご ぎゅうにゅう　うずらのたまご りんご

しゅしょく ぎゅうにゅう ふくしょく Kcal

平成27年度11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

g

２
月

688 26.3

４
水

688 29.3

５
木

619 21.7

６
金

669 25.3

９
月

632 27.1

１０
火

664 26.0

１１
水

675 27.3

１２
木

634 25.4

１３
金

705 26.2

１６
月

599 9.6

１７
火

653 24.0

１８
水

587 22.1

１９
木

705 24.3

２０
金

602 19.1

２４
火

646 26.9

２５
水

666 25.3

２６
木

655 30.9

２７
金

665 23.1

３０
月

700 29.1

※材料などの都合により、献立を変更することがあります。

☆11月の和食の日は5日です。旬のさつまいもの入った

「さつまいもごはん」があります。和食のよさを感じてくださいね。

☆19日の食育の日のメニューは、筑前町特産のクロダマルが

入った「クロダマルいりだいがくいも」です。

日本には、正月などの年中行事や、誕生や成人などの

記念日に食べる特別な料理があります。これを「行事食」

といい、それぞれ健康や長寿などの願いが込められています。

現在の日本は様々な食品があり、和食以外の食事も多く食

べられるようになりました。そこで「伝統的な食文化について見直し、和食

文化の大切さについて考える日」として、11月24日を“いい日本食”の語呂

合わせから「和食の日」と制定されています。筑前町では、毎月初めに和食

の日を設け、和食の献立を子どもたちに伝えるようにしています。








