
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

【筑前和食の日】 さばのみぞれに さば だいこん　ねぎ　しょうが こめ　あぶら

ごはん はくさいのごまあえ とりにく はくさい　もやし　にんじん こむぎこ　でんぷん

しらたまじる ぎゅうにゅう ごぼう　たまねぎ　こまつな ごま　しらたま

マカロニグラタン とりにく　チーズ たまねぎ　マッシュルーム　コーン パン　マカロニ

ワンローフパン ブロッコリーのドレッシングあえ ひよこまめ ブロッコリー　にんじん　セロリ あぶら　パンこ

ジャム ミネストローネ ぎゅうにゅう にんにく　キャベツ　トマト じゃがいも

メンチカツ ぎゅうにく　ぶたにく だいこんば　にんじん　たまねぎ こめ　さといも

さといもごはん チャプチェ とうふ　あぶらあげ こまつな　えりんぎ　はくさい ごま　さとう

はくさいのみそしる ぎゅうにゅう　わかめ だいこん　にんにく はるさめ

マーボーとうふ とうふ　ぶたにく たまねぎ　にんじん　たけのこ こめ　むぎ

むぎごはん ちゅうかあえ あかみそ　くらげ ねぎ　しょうが　にんにく　 でんぷん　さとう

みかん ぎゅうにゅう きゅうり　キャベツ　コーン ごま　あぶら
とりにくとじゃがいものうまに なっとう　とりにく たまねぎ　にんじん　えだまめ こめ　むぎ

むぎごはん きゅうりのすのもの わかめ こんにゃく あぶら　さとう

なっとう ぎゅうにゅう きゅうり　コーン　かぼす

はるまき ぶたにく　とりにく きりぼしだいこん　にんじん　にら こめ　あぶら

ごはん きりぼしだいこんのエスニックいため みそ こまつな　にんにく　エリンギ ごま　ごまあぶら

ごまたんたんふうスープ ぎゅうにゅう たまねぎ　しめじ　はくさい　 さとう

ちゃんぽん ぶたにく　いか たまねぎ　にんじん　キャベツ パン　ちゃんぽんめん

ミルクパン ちぐさやき たまご　とりにく もやし　きくらげ　ねぎ　きゅうり あぶら　
だいこんのちゅうかふうサラダ ぎゅうにゅう しょうが　にんにく　だいこん

さんまのゆずみそに さんま　みそ ゆず　ごぼう　にんじん こめ　ごま

ごはん ごもくきんぴら ぎゅうにく　たまご　 こんにゃく　ほうれんそう あぶら　さとう

かきたまじる ぎゅうにゅう　ちくわ えのき でんぷん　

ハヤシライス ぎゅうにく にんにく　たまねぎ　にんじん こめ　むぎ

むぎごはん ツナサラダ ツナ　チーズ しめじ　しょうが　だいこん　キウイ じゃがいも　あぶら

ふくじんづけ キウイフルーツ ぎゅうにゅう きゅうり　キャベツ　コーン　レモン

さけのしおやき さけ　のり　とうふ もやし　ほうれんそう　にんじん こめ　むぎ

むぎごはん のりあえ ぶたにく　みそ だいこん　ごぼう　はくさい さといも

ぶたじる ぎゅうにゅう こんにゃく　ねぎ　しょうが あぶら

おでん とりにく　こんぶ　うずらのたまご こんにゃく　だいこん　コーン こめ　

ごはん ちぐさあえ あつあげとうふ　がんもどき にんじん　ほうれんそう　キャベツ ごま　ごまあぶら

のりつくだに みかん ぎゅうにゅう　しらすぼし みかん さといも

ハンバーグきのこソース ぶたにく　とりにく　 たまねぎ　しめじ　コーン パン　あぶら

しょくパン チーズポテト チーズ　たまご にんじん　トマト　ほうれんそう さとう　じゃがいも

たまごスープ ぎゅうにゅう　ベーコン でんぷん

ぎゅうにくコロッケ ウインナー　ぎゅうにく たまねぎ　にんじん　えだまめ こめ　あぶら

ウインナーライス ゆでブロッコリー ベーコン　ヨーグルト トマト　ブロッコリー　だいこん ノンエッグマヨネーズ

コンソメスープ　ヨーグルト ぎゅうにゅう セロリ　キャベツ じゃがいも

【食育の日】 だいずのごもくに だいず　ぶたにく にんじん　ごぼう　こんにゃく こめ　むぎ

むぎごはん いわしのうめに あぶらあげ　いわし しょうが　しょうが　きゅうり じゃがいも　あぶら

そくせきづけ ぎゅうにゅう　こんぶ キャベツ さとう　ごま

みそにこみうどん みそ　とりにく　わかめ たまねぎ　はくさい　しめじ こめ　うどん

ごはん とうふのサラダ てんぷら　あぶらあげ　たまご ねぎ　にんじん　だいこん ごま

みかん ぎゅうにゅう　とうふ コーン　みかん

かぼちゃのサンドフライ ぶたにく　かつおぶし ほうれんそう　もやし　にんじん こめ　むぎ

むぎごはん おひたし ぎゅうにく　とうふ だいこん　しめじ　えのき はるさめ　ごまあぶら

ぎゅうにくスープ ぎゅうにゅう ねぎ　しょうが　

【セレクト給食】 からあげ とりにく　ハム にんにく　ブロッコリー　キャベツ キャロットパン

キャロットパン ブロッコリーサラダ ベーコン　チーズ たまねぎ　にんじん　かぼちゃ でんぷん　こむぎこ
かぼちゃのポタージュ　クリスマスケーキ ぎゅうにゅう パセリ あぶら　バター

しゅしょく ぎゅうにゅう ふくしょく
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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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木枯らしが吹く寒い日には、温かい

鍋料理で体の中から温まりたいですね。

鍋料理や温かい麺・汁物など、料理法

を工夫するほか、食べ物自体にも、体

を冷やしたり温めたりする効果があるとい

われています。体を温める食べ物を食

事に取り入れて、体のしんからポカポカ

温かくなりましょう。

１年のうちで最も昼が短く、夜が長い日。

この日に、かぼちゃを食べて、

ゆず湯につかると、病気に

ならないといわれています。

今月の献立より
○今月の筑前和食の日は1日です。旬のさばと大根

を使った「さばのみぞれ煮」がでます。

○食育の日のメニューは「大豆の五目煮」です。

○最後の日はクリスマスセレクト給食です。みなさん

は何をえらびましたか？



ならないといわれています。




