
平成 28 年 11月　給食献立表 2016・10・31

日 曜

もも缶詰・パセリ・たまねぎ・にん
じん・ブロッコリー・キャベツ・だ
いこん・りんごジュース

もも缶
パセリごはん
チキンと野菜のカレー
キャベツとだいこんのサラダ リンゴジュース

チーズケーキ

24 木

牛乳 牛乳・鶏肉・だいず(水煮）・ま
ぐろ油漬缶詰・きざみのり

精白米・麦・じゃがいも・カレール
ウ・マヨネーズ・白ごま(いり)・チー
ズケーキ

みかん・しそ葉・サラダ菜・レタ
ス・れんこん・にんじん・きゅう
り・にら・もやし

みかん
スキムミルク
ケーキモンブラン

彩りごはん
海老と鶏ひき肉の春巻き
サラダ菜
れんこんとツナのサラダ
豆腐とにらの中華スープ

15 火

牛乳 牛乳・えびのすり身・鶏ひき
肉・はんぺん・まぐろ油漬缶
詰・豚ひき肉・絹ごし豆腐・ス
キムミルク・生クリーム（植物
性）

精白米・麦・ふりかけ・春巻きの皮・
ごま油・片栗粉・植物油(揚げ吸油
分)・マヨネーズ・中華スープの素・
カステラ・くり甘露煮・粉糖

みかん・根深ねぎ・にんにく(生)・
ミニトマト・しめじ・エリンギ・サ
ニーレタス・しそ葉・梅干し・コー
ン，ホール(缶詰)・キャベツ・たま
ねぎ・にんじん

みかん
スキムミルク
みそ万十

ねぎマヨトースト
チキンソテー
ミニトマト
きのこと長いもの梅だれサラダ

キャベツとコーンの豆乳スープ

11 金

牛乳 牛乳・鶏肉・調整豆乳・スキム
ミルク・鶏卵・米みそ

食パン(サンドイッチ用)・バター・マ
ヨネーズ・小麦粉(薄力粉)・植物油・
やまいも・ごま油・鶏がらだしの素・
砂糖(三温糖)・甘納豆

バナナ・にんにく(生)・たまねぎ・
ミニトマト・しめじ・パセリ・な
す・かぼちゃ・れんこん・ピーマ
ン・だいこん・レタス・にんじん・
ブロッコリー・セロリ

バナナ
スキムミルク
あずきクッキー

梅ごはん
鯛のアクアパッツァ
野菜の南蛮おろしだれ
レタス
ブロッコリーとえびの卵スープ

4 金

牛乳 牛乳・鯛切り身・むきえび・鶏
卵・スキムミルク

精白米・麦・ふりかけ・じゃがいも・
オリーブ油・植物油(揚げ吸油分)・砂
糖(三温糖)・鶏がらだしの素・片栗
粉・ゆであずき(缶詰)・上新粉

りんご・にんじん・たけのこ(ゆ
で)・ピーマン・たまねぎ・青ねぎりんご

シーチキンごはん
牛肉とピーマンの炒め物
納豆汁 スキムミルク

チーズボール

14
・
28

月

牛乳 牛乳・まぐろ油漬(缶詰)・牛肉
もも・挽きわり納豆・油揚げ・
煮干・米みそ・スキムミルク・
粉チーズ・鶏卵

精白米・麦・ごま油・片栗粉・さとい
も(冷凍)・小麦粉(薄力粉)・植物油
(揚げ吸油分)

りんご・だいこん・にんじん・ごぼ
う・青ねぎ・バナナバナナ りんご

牛乳
バームクーヘン

12
・
26

土

けんちんうどん 牛乳 牛乳・豚肉・油揚げ・スキムミ
ルク・煮干・米みそ

うどん・さといも(冷凍)・バームクー
ヘン

みかん・にんじん・ピーマン・ミニ
トマト・コーン，ホール(缶詰)・れ
んこん・こまつな・しめじ・しょう
が・えのきたけ

魚のもみじ焼き みかん
スキムミルク
みそ万十

ミニトマト
中華風精進炒め
清汁

25 金

麦ごはん 牛乳 牛乳・白身魚・米みそ・油揚
げ・塩わかめ・煮干・スキムミ
ルク・鶏卵

精白米・麦・マヨネーズ・植物油・こ
んにゃく・すりごま・ごま油・砂糖
(三温糖)・小麦粉(薄力粉)・甘納豆
（あずき）

もも缶詰・にんじん・グリンピー
ス・レタス・たまねぎ・青ねぎ・レ
モン果汁・みかん缶

飛竜頭 もも缶
豆乳レタス

さつまいものみそ汁 杏仁豆腐

10 木

雑穀ごはん 牛乳 牛乳・鶏卵・えびのすり身・木
綿豆腐・スキムミルク・ほしひ
じき・豚肉・煮干・米みそ・調
整豆乳・粉寒天

精白米・雑穀・片栗粉・やまいも・白
ごま(いり)・植物油(揚げ吸油分)・さ
つまいも・砂糖(三温糖)

みかん・だいこん・にんじん・さや
いんげん・きゅうり・青ねぎ・レモ
ン果汁

みかん
麦ごはん
豚肉とだいこんの煮物
マカロニサラダ
そうめんのみそ汁

スキムミルク
バスブーサ

9
・
30

水

牛乳 牛乳・豚肉・煮干・まぐろ油漬
缶詰・米みそ・スキムミルク・
鶏卵・プレーンヨーグルト

精白米・麦・植物油・砂糖(三温糖)・
マカロニ(乾)・マヨネーズ・そうめん
(乾)・小麦粉(薄力粉)・マーガリン

にんじん・ほうれんそう(生)・ブ
ロッコリー・はくさい・青ねぎ・
しょうが・バナナ・もも缶・みかん
缶・パイン缶・りんご

チーズ
スキムミルク

麦ごはん
ひじき入り卵焼き
ゆでブロッコリー
白菜と春雨のスープ ﾌﾙｰﾂみつ豆

8
・
22

火

牛乳 牛乳・プロセスチーズ・鶏卵・
スキムミルク・油揚げ・芽ひじ
き(乾)・豚肉

精白米・麦・砂糖(三温糖)・植物油・
緑豆はるさめ・鶏がらだしの素・甘納
豆（あずき）

パイン缶・れんこん・にんじん・た
まねぎ・しょうが・サラダ菜・コー
ン，クリーム(缶)・コーン，ホール
(缶詰)・エリンギ・しめじ・えのき
たけ・パセリ・みかん

パイン缶
ロールパン
あじとれんこんのハンバーグ風
サラダ菜
きのこと豆乳のコーンスープ

スキムミルク
みかん
クッキー

7
・
21

月

牛乳 牛乳・あじ(すり身)・木綿豆
腐・鶏卵・米みそ・かつお節・
調整豆乳・スキムミルク

ロールパン・片栗粉・砂糖(三温糖)・
鶏がらだしの素・クッキー

たまねぎ・にんじん・生しいたけ・
しめじ・にんにく(生)飲むヨーグルト ウエハース

クッキー

5
・
19

土

和風スパゲティ 牛乳 牛乳・鶏肉・きざみのり ウエハース・スパゲティ(乾)・植物
油・ドリンクヨーグルト・クッキー

バナナ・しょうが・トマト・もや
し・にんじん・えのきたけバナナ

スキムミルク
あずきクッキー

麦ごはん
いわしのかば焼き
トマト
もやしとにんじんの和え物
清汁

18 金

牛乳 牛乳・いわし(開き)・米みそ・
かつお節・木綿豆腐・塩わか
め・昆布・スキムミルク

精白米・麦・片栗粉・植物油(揚げ吸
油分)・砂糖(三温糖)・ゆであずき(缶
詰)・上新粉・植物油

もも缶詰・ブロッコリー・にんじ
ん・たまねぎ・マッシュルーム(缶
詰)・パセリ

もも缶ローストチキン
ゆでブロッコリー 豆乳
ホワイトシチュー ポンデケージョ

17
・
29

木

ぶどうパン 牛乳 牛乳・鶏肉・むきえび・ベーコ
ン・スキムミルク・調整豆乳・
絹ごし豆腐・粉チーズ

ぶどうパン・じゃがいも・植物油・
マーガリン・小麦粉(薄力粉)・鶏がら
だしの素・白玉粉・砂糖(三温糖)・植
物油(揚げ吸油分)

ハイハイン・精白米・麦・植物油・カ
レー粉・砂糖(三温糖)・じゃがいも・
鶏がらだしの素・コンソメ・さつまい
も・植物油(揚げ吸油分)

ほうれんそう(生)・にんじん・キャ
ベツ・たまねぎ・かぶ・セロリハイハイン

麦ごはん
竹輪のカレーソテー
ほうれん草とツナの和え物
ポトフ

スキムミルク
いもといりこの甘露煮

ケーキモンブラン

2
・
16

水

牛乳 牛乳・ちくわ・まぐろ油漬缶
詰・かつお節・牛肉もも・スキ
ムミルク・煮干し

1 火

牛乳 牛乳・鮭(切り身)・鶏卵・ベー
コン・だいず(水煮）・スキムミ
ルク・生クリーム（植物性）

精白米・麦・小麦粉(薄力粉)・片栗
粉・白ごま(いり)・黒ごま・植物油・
じゃがいも・鶏がらだしの素・カレー
ルウ・カステラ・くり甘露煮・粉糖

みかん

スキムミルク

昼食 おやつ 赤:血や肉になる 黄:熱や力となる 緑:調子をととのえる
みかん・キャベツ・にんじん・コー
ン，ホール(缶詰)・たまねぎ・パセ
リ

麦ごはん
鮭のごま揚げ

野菜ソテー

大豆のカレースープ

今月は4・11・15・24日に宗像産の野菜をたくさん取り入れた献立をたてました。　
季節の野菜をたくさん食材に取り入れてみました。

☆今月の宗像産☆ ◆お知らせ◆

　7日・・・ラッキーディ
24日・・・誕生会・食育の日




