
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】 にくじゃが ぶたにく たまねぎ　　にんじん　　いんげん こめ　　むぎ

むぎごはん ひじきのサラダ ひじき　　あぶらあげ こんにゃく　　きゅうり　もやし サラダゆ　　さとう

うめぼし ぎゅうにゅう ちくぜんひめず　　　うめぼし じゃがいも　　ごま　　

あじのフリッター ぶたにく　あぶらあげ　 たけのこ　にんじん　しいたけ　ねぎ こめ　　あぶら

ちゅうかおこわ ひめずあえ あじ　　かつおぶし　わかめ えだまめむきみ　ちくぜんひめず　きゅうり ごま　　こむぎこ

わかめスープ うずらたまご　ぎゅうにゅう はくさい　きゃべつ　だいこん　えのきだけ　 はるさめ

すきやき ぎゅうにく　とうふ はくさい　たまねぎ　　にんじん こめ　　さとう　

ごはん わふうサラダ くきわかめ　ヨーグルト えのきだけ　ねぶかねぎ　 ｴｯｸﾞｹｱﾏﾖﾈｰｽﾞ　ごま

ヨーグルト ツナ　　ぎゅうにゅう しらたき　　きゃべつ　　きゅうり

チキンカレー とりにく　レンズまめ たまねぎ　　にんじん　とまとかん こめ　　むぎ

むぎごはん だいこんサラダ チーズ　　ハム　 しょうが 　りんご 　にんにく　 こむぎこ　バター

ぎゅうにゅう だいこん　　みずな　きゅうり　レモン じゃがいも　　サラダゆ

さらうどん ぶたにく　　いか たまねぎ　 にんじん　 たけのこ こくとうパン　でんぷん

こくとうコッペパン むししゅうまい てんぷら　ぶたひきにく コーン　　もやし　きゃべつ　ねぎ あげめん　　サラダゆ

りんご ぎゅうにゅう しょうが　　りんご しゅうまいのかわ

　　なめし　からあげ　みかん とりにく　ウインナー だいこんば　しょうが　　にんにく　 こめ　ごま　じゃがいも

　　　　　　　ペンネのﾄﾏﾄｿｰｽあえ しらすぼし にんじん　　たまねぎ　トマトかん こむぎこ　でんぷん

　　　　　　　ベークドポテト ぎゅうにゅう（かみパック） ブロッコリー　　パセリ　みかん あぶら　ペンネ　

よせなべ とりにく　にくだんご ごぼう　　ねふかねぎ　　はくさい こめ　むぎ　さとう

むぎごはん かぼちゃのにもの やきとうふ　だいず ちんげんさい　えのきだけ　しめじ　 マロニー　ごま

てっかみそ　　 みそ　ぎゅうにゅう かぼちゃ　　しょうが サラダゆ　　でんぷん

いわしフライ いわし　たまご　ハム こまつな　　きゃべつ　もやし こめ　くろごま　さつまいも

さつまいもごはん アーモンドあえ とうふ　あぶらあげ　みそ たまねぎ　　ねぎ　　えのきだけ　　 アーモンド　こむぎこ

とうふのみそしる わかめ　ぎゅうにゅう あぶら　 ﾞねりごま
じゃがいもときりぼしだいこんのうまに とりにく　 きりぼしだいこん　　たまねぎ　 こめ　むぎ　さとう

むぎごはん ちぐさあえ しらすぼし　なっとう こんにゃく　インゲン　もやし　コーン じゃがいも　サラダゆ

なっとう ぎゅうにゅう ほうれんそう　きゃべつ　　にんじん ごま　ごまあぶら

パスタとやさいのソテー きなこ　ベーコン たまねぎ　　きゃべつ　　ブロッコリー パン　あぶら　さとう　

あげパン かぼちゃのチャウダー　 とりにく　　チーズ にんじん　　ちんげんさい　　コーン じゃがいも　ｶｯﾄｽﾊﾟｹﾞﾃｲ

　ぎゅうにゅう かぼちゃ　　パセリ バター　　こむぎこ

マーボーとうふ ぶたひきにく　とうふ　あかみそ たまねぎ　にんじん　にんにく こめ　むぎ

むぎごはん ちゅうかあえ とりささみ　きんしたまご しょうが　たけのこ　しいたけ　　ねぎ さとう　　でんぷん

かき わかめ　ぎゅうにゅう きゃべつ　かき ごまあぶら　ごま

【食育の日】 だいずのいそに だいず　とりにく　ひじき にんじん　いんげん　こんにゃく こめ　　　さとう

ごはん ごまじゃこあえ てんぷら　あぶらあげ こまつな　もやし　きゃべつ じゃがいも　　ごま　　

のりかつお みかん しらすぼし　ぎゅうにゅう みかん サラダゆ

ハヤシライス ぎゅうにく　チーズ たまねぎ　　にんじん　とまとかん こめ　　むぎ

むぎごはん ヨーグルトあえ ヨーグルト エリンギ　えだまめむきみ　にんにく　バナナ こむぎこ　バター

ぎゅうにゅう みかんかん　パインかん　ももかん 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　

ごはん はくさいのごまあえ わかめ　だいず　いりこ はくさい　　　こまつな　　　もやし うどん　　さとう

ぎすけに ぎゅうにゅう ごま　ねりごま

さけのマヨネーズやき さけ　　チーズ　 しめじ　　たまねぎ　　にんじん パン　エッグケアマヨネーズ

しょくぱん マッシュポテト ベーコン　ミックスビーンズ パセリ　　セロリ　　きゃべつ じゃがいも　　バター

りんごジャム まめのスープ ぎゅうにゅう コーン　　 サラダゆ　りんごジャム

さといもとだいこんのそぼろに とりひきにく　あつあげ こんにゃく　にんじん　　はくさい こめ　むぎ　　さとう　

むぎごはん ほうれんそうともやしのごまあえ かつおぶし　　 インゲン　　ほうれんそう　　もやし さといも　　でんぷん

みかん ぎゅうにゅう たまねぎ　　だいこん　　みかん サラダゆ　

あつあげのちゅうかに ぶたにく　　あつあげ たまねぎ　にんじん　たけのこ　しめじ こめ　　さとう

わかめごはん きりぼしだいこんのごますあえ すきこんぶ 　 わかめ ちんげんさい　しょうが　にんにく　 でんぷん

ぎゅうにゅう きりぼしだいこん　　こまつな ごまあぶら　　ごま

さんまのかばやき さんま　こんぶ　みそ しょうが　ブロッコリー　きゃべつ こめ　むぎ　さとう

むぎごはん やさいのドレッシングあえ とうふ　あぶらあげ はくさい　　だいこん　　にんじん あぶら　　こむぎこ

はくさいのみそしる　　 わかめ　ぎゅうにゅう ゆず　　　みかん （ゆずドレッシング）

ポークビンズ ぶたにく　だいず　チーズ たまねぎ　にんじん　　にんにく パン　

しょくパン ツナサラダ ガルバンゾー　　こめみそ　 きゃべつ　　きゅうり　　だいこん じゃがいも　サラダゆ

りんご ツナ　ぎゅうにゅう パセリ　　レモンじる　　りんご さとう

ふわふわおやこに とりひきにく　　たまご たまねぎ　　しいたけ　　にんじん こめ　むぎ
むぎごはん やきししゃも とうふ　　てんぷら ねぎ　　れんこん　インゲン さとう　　マロニー

れんこんのきんぴら ししゃも　ぎゅうにゅう こんにゃく　 ごま　ごまあぶら
おでん とりにく　うずらたまご だいこん　　にんじん　　こんにゃく こめ　　さといも

ごはん こまつなのごまあえ あつあげ　ちくわ　こんぶ もやし　　こまつな　　はくさい　 ごま　　ねりごま
みかん あぶらあげ　　ぎゅうにゅう みかん

平成30年度11月学校給食献立表 ざ　　　い　　　り　　　ょ　　　う

筑前町立三輪小学校

日
曜

こ　　　ん　　　だ　　　て

しゅしょく ぎゅうにゅう ふくしょく Kcal g

1
木

622 20.3

2
金

625 26.6

5
月

680 27.3

6
火

651 20.8

7
水

624 26.5

8
木

711 27.6

9
金

649 24.9

12
月

622 21.8

13
火

650 25.5

14
水

669 23.7

15
木

681 28.6

16
金

646 26.1

17
土

675 23.5

20
火

622 28.1

21
水

649 27.5

22
木

621 22.1

26
月

659 27

27
火

682 23.8

30
金

649 25.9

※材料などの都合により、献立を変更することがあります。

28
水

646 28.7

29
木

699 30.1

○１日 「筑前和食の日」
和食で人気の肉じゃがと和食の材料に欠かせない海藻の

ひじきを使ったあえ物です。

○１１月８日「いい歯の日」

よくかんで、

じょうぶで健康な歯を！

○１１月１６日「食育の日」

筑前町産の大豆をひじきやじゃがいもと煮ものにしまし
た。今、大豆も乾燥して、収穫の時です。来年の秋まで、
いろんな料理で大切にいただきましょう。

11月は

「地産地消月間」

地元の農産物を食べて、
食べる人も、作ってい
る農家のかたもみんな
元気になりましょう。

給食では、筑前町産の大豆をはじめ、
野菜やくだものをたくさん使っていま
す。みなさん、給食を通して農家の方
の大変さや郷土の自然の豊かさを感じ
ながら、おいしくいたきましょう。

新鮮だね、

よくかんで
食べよう！

おいしそう！

秋のみのりが
いっぱい！

もぐ
もぐ

きゅうしょくをおべ
んとうばこにつめて、
たべよう。

歯並びも
よくなる。


