
今月は9・16・20・27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。 

季節の野菜を食材にたくさん取り入れてみました。

☆今月の宗像産☆ ◆お知らせ◆

ラッキーディ・・・ 6日
誕生会・・・ 9日

平成 29 年

日 曜

11月　給食献立表 2017.10.31

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

1
・
15

水

牛乳 牛乳・あじ(すり身)・木綿
豆腐・鶏卵・米みそ・かつ
お節・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・
甘納豆（あずき）

キウイフルーツ・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・バナナ・もも缶・パイン缶・

キウイフルーツ
スキムミルク

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 ﾌﾙｰﾂみつ豆

2 木

牛乳 牛乳・牛肉もも・ウイン
ナーソーセージ・スキムミ
ルク・鶏卵

精白米・雑穀・ごま油・片栗
粉・じゃがいも・鶏がらだし
の素・コンソメ・小麦粉(薄
力粉)・ピュアココア・砂糖
(三温糖)・植物油

みかん・たけのこ(ゆで)・ピーマ
ン・にんじん・キャベツ・たまね
ぎ・かぶ・セロリ

みかん
雑穀ごはん
牛肉とピーマンの炒め物
ポトフ スキムミルク

ココア蒸しパン

4
・
18

土

和風スパゲティ 牛乳 牛乳・鶏肉・きざみのり スパゲティ(乾)・植物油・ド
リンクヨーグルト・せんべい

キウイフルーツ・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 キウイフルーツ
せんべい

6 月

牛乳 牛乳・いわし(開き)・米み
そ・豚肉・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)・緑豆はるさめ・植物
油・鶏がらだしの素・せんべ
い

バナナ・しょうが・トマト・はく
さい・にんじん・青ねぎ・かき

麦ごはん
いわしのかば焼き バナナ
トマト
白菜と春雨のスープ

スキムミルク
かき
せんべい

7
・
21

火

牛乳 牛乳・鮭(切り身)・まぐろ
油漬缶詰・かつお節・ベー
コン・調整豆乳・絹ごし豆
腐・スキムミルク・粉チー
ズ

精白米・麦・小麦粉(薄力
粉)・バター・砂糖(三温
糖)・鶏がらだしの素・白玉
粉・植物油(揚げ吸油分)

りんご・しめじ・生しいたけ・
マッシュルーム(缶詰)・えのきた
け・ほうれんそう(生)・にんじ
ん・セロリ・たまねぎ・パセリ

りんご
豆乳

麦ごはん
魚のムニエルきのこソース
ほうれん草とツナの和え物
野菜スープ ポンデケージョ

8
・
22

水

牛乳 牛乳・塩わかめ・煮干・豚
肉・まぐろ油漬缶詰・スキ
ムミルク・鶏卵

精白米・麦・植物油・砂糖
(三温糖)・マカロニ(乾)・マ
ヨネーズ・バター・小麦粉
(薄力粉)

みかん・えのきたけ・だいこん・
にんじん・さやいんげん・きゅう
り・ほうれんそう(生)

みかん
麦ごはん
清汁
豚肉と大根の煮物
マカロニサラダ

スキムミルク
ほうれん草ケーキ

10
・
24

金

牛乳 牛乳・鶏卵・えびのすり
身・木綿豆腐・スキムミル
ク・芽ひじき(乾)・かまぼ
こ・塩わかめ・かつお節・
昆布・豆乳

ハイハイン・精白米・麦・さ
つまいも・片栗粉・やまい
も・白ごま(いり)・植物油
(揚げ吸油分)・米粉・黒砂
糖・植物油

グリンピース・レタス・にんじ
ん・えのきたけ

さつまいもごはん
飛竜頭 ハイハイン
レタス
清汁

スキムミルク
米粉の豆乳蒸しパン

11
・
25

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

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

13 月

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・
煮干・米みそ

精白米・麦・砂糖(三温糖)・
植物油・さつまいも・ピュア
ココア・クラッカー

にんじん・ほうれんそう(生)・ブ
ロッコリー・たまねぎ・青ねぎ・
りんご

チーズ
麦ごはん
ひじき入り卵焼き
ゆでブロッコリー
さつまいものみそ汁

ミルクココア
りんご
クラッカー

14
・
28

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・鶏卵

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・砂糖(三温糖)・バ
ター

バナナ・キャベツ・にんじん・
コーン，ホール(缶詰)・たまね
ぎ・パセリ

バナナ
スキムミルク

麦ごはん
鮭のごま揚げ
野菜ソテー
大豆のカレースープ ホットケーキ

17
・
29

金

水

牛乳 牛乳・厚揚げ・塩わかめ・
煮干・スキムミルク・あわ
せみそ・白身魚・米みそ・
油揚げ・調整豆乳・ピザ用
チーズ・ベーコン

精白米・麦・さといも(冷
凍)・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)・食パン
(サンドイッチ用)

パイン缶・にんじん・青ねぎ・
ピーマン・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・たまねぎ・ト
マトケチャプ

パイン缶
豆乳
ピザトースト

麦ごはん
厚揚げとさといものみそ汁
魚のもみじ焼き
トマト
中華風精進炒め

30 木

ロールパン 牛乳 牛乳・鶏肉・むきえび・
ベーコン・スキムミルク・
鶏卵・プレーンヨーグルト

ロールパン・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・
バター・砂糖(三温糖)

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・りんご・レモン果汁

もも缶ローストチキン
ゆでブロッコリー スキムミルク
ホワイトシチュー りんごのヨーグルトケーキ

9 木

わかめごはん 牛乳 牛乳・鶏肉・鶏卵・豚肉 精白米・麦・小麦粉(薄力
粉)・砂糖(三温糖)・マヨ
ネーズ・植物油・鶏がらだし
の素・ごま油・片栗粉・りん
ごジュース・チーズケーキ

もも缶詰・ふりかけ(わかめ)・た
まねぎ・パセリ・キャベツ・みか
ん缶・きゅうり・にんじん・ほう
れんそう(生)・コーン，クリーム
(缶)・たけのこ(ゆで)・乾しいた
け

チキン南蛮 もも缶
リンゴジュースオレンジサラダ

中華風コーンスープ チーズケーキ

16 木

牛乳 牛乳・牛肉・鶏肉ささ身・
木綿豆腐・塩わかめ・油揚
げ・煮干・米みそ・スキム
ミルク・鶏卵

精白米・雑穀・やまいも・植
物油・砂糖(三温糖)・すりご
ま・小麦粉(薄力粉)・ピュア
ココア

みかん・スナップえんどう・はく
さい・にんじん・青ねぎみかん

スキムミルク

雑穀ごはん
やまいもと牛肉の炒め煮
白菜とささみのゴマ酢和え
みそ汁 ココア蒸しパン

20 月

牛乳 牛乳・むきえび・鶏卵・
ベーコン・厚揚げ・鶏肉さ
さ身（そぎ切り）・かつお
節・昆布・スキムミルク

ロールパン・小麦粉(薄力
粉)・パン粉・白ごま(い
り)・片栗粉・植物油・せん
べい

バナナ・れんこん・レタス・しめ
じ・えのきたけ・ほうれんそう
(生)・生しいたけ・かき

バナナ
ロールパン
エビフライ
厚揚げとれんこんのサラダ
鶏ささみときのこのスープ

スキムミルク
かき
せんべい

27 月

牛乳 牛乳・プロセスチーズ・牛
ひき肉・豚ひき肉・鶏卵・
いか(線切り)・塩わかめ・
スキムミルク

精白米・麦・さといも・マヨ
ネーズ・小麦粉(薄力粉)・パ
ン粉・植物油(揚げ吸油分)・
ごま油・砂糖(三温糖)・鶏が
らだしの素・ピュアココア・
クラッカー

たまねぎ・ほうれんそう(生)・も
やし・レタス・にんじん・青ね
ぎ・りんご

チーズ
ミルクココア
りんご

麦ごはん
里芋とひき肉のコロッケ
中華和え
レタス
わかめスープ クラッカー




