
今月の宗像産

今月は14・15・19・29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。

☆お知らせ☆

ラッキーデイ・・・8日

誕生会・・・14日

郷土料理・・・28日[どんどろけ飯:鳥取県]どんどろけの名前の由来は中部

の方言で雷のことを指し、豆腐を炒める時のバリバリという音が雷に聞こえ

るためといわれる。農作業の節目や集落の集まりに作られていた。

令和元年

日 曜

りんご・にんじん・たまねぎ・グリ
ンピース・もやし・だいこん・かい
われだいこん

肉じゃが りんご
シャッキリみそ汁 飲むヨーグルト

ひじきのコロコロ揚げ29 金

麦ごはん 牛乳 牛乳・牛肉もも・煮干・米
みそ・ほしひじき・だいず
(水煮）・鶏卵

精白米・麦・じゃがいも・し
らたき(糸こんにゃく)・植物
油・砂糖(三温糖)・ドリンク
ヨーグルト・さつまいも・小
麦粉(薄力粉)

ごぼう・にんじん・乾しいたけ・青
ねぎ・レタス・はくさい・しょう
が・

鮭のごま揚げ せんべい
スキムミルクレタス

白菜と春雨のスープ きな粉プルーンマフィン28 木

どんどろけ飯 牛乳 牛乳・木綿豆腐・油揚げ・
鮭(切り身)・鶏卵・豚肉・
スキムミルク・きな粉・豆
乳

せんべい・精白米・麦・砂糖
(三温糖)・小麦粉(薄力粉)・
片栗粉・白ごま(いり)・黒ご
ま・緑豆はるさめ・植物油

にんじん・ピーマン・たまねぎ・レ
タス・だいこんかきあげ チーズ

レタス 豆乳
みそ汁 スキムモンブラン21 木

麦ごはん 牛乳 牛乳・プロセスチーズ・む
きえび・鶏卵・塩わかめ・
煮干・米みそ・調整豆乳・
スキムミルク・生クリーム

精白米・麦・じゃがいも・小
麦粉(薄力粉)・植物油・さつ
まいも・砂糖(三温糖)・ク
ラッカー

りんご・しょうが・レタス・こまつ
な・にんじん・だいこん・ごぼう豚の味噌漬け りんご

レタス
コロコロ野菜の清汁

スキムミルク
いきなり団子19 火

雑穀ごはん 牛乳 牛乳・豚肩ロース・米み
そ・油揚げ・かつお節・昆
布・スキムミルク

精白米・雑穀・上白糖・さつ
まいも・こしあん・ホット
ケーキミックス・植物油

りんご・だいこん・にんじん・さや
いんげん・ほうれんそう(生)りんご

飲むヨーグルト

麦ごはん
みそ汁
豚肉とだいこんの煮物
ほうれん草とツナの和え物 ひじきのコロコロ揚げ15 金

牛乳 牛乳・木綿豆腐・塩わか
め・煮干・米みそ・豚肉・
まぐろ油漬缶詰・かつお
節・ほしひじき・だいず(水
煮）・鶏卵

精白米・麦・植物油・砂糖(三
温糖)・ドリンクヨーグルト・
さつまいも・小麦粉(薄力粉)

にんじん・たまねぎ・ほうれんそう
(生)・もやし・コーン，クリーム
(缶)・パセリ・みかん

チーズコロッケ せんべい
中華和え スキムミルク

マロンケーキコーンスープ
みかん

14 木

わかめごはん 牛乳 牛乳・鶏肉・塩わかめ・牛
ひき肉・プロセスチーズ・
スキムミルク・鶏卵・いか

せんべい・精白米・麦・じゃ
がいも・パン粉・小麦粉(薄力
粉)・ごま油・砂糖(三温糖)・
植物油・鶏がらだしの素・マ
ロンケーキ

もも缶詰・キャベツ・にんじん・
コーン，ホール(缶詰)・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
野菜ソテー ミルクココア
ホワイトシチュー りんごのヨーグルトケーキ

13
・
27

水

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・植物油・じゃが
いも・マーガリン・小麦粉(薄
力粉)・鶏がらだしの素・ピュ
アココア・砂糖(三温糖)・バ
ター

みかん・たけのこ(ゆで)・ピーマ
ン・にんじん・こまつなみかん

雑穀ごはん
豚肉とピーマンの炒め煮
小松菜と豆腐の清汁 スキムミルク

焼きいも

12
・
26

火

牛乳 牛乳・豚肉・木綿豆腐・か
つお節・昆布・スキムミル
ク

精白米・雑穀・ごま油・片栗
粉・さつまいも

バナナ・にんじん・ピーマン・サラ
ダ菜・パセリ・たまねぎ・トマト・
コーン，ホール(缶詰)・トマトケ
チャプ

魚のもみじ焼き バナナ
豆乳サラダ菜

大豆のカレースープ ピザトースト

11
・
25

月

麦ごはん 牛乳 牛乳・白身魚・米みそ・
ベーコン・だいず(水煮）・
調整豆乳・ピザ用チーズ

精白米・麦・マヨネーズ・植
物油・じゃがいも・鶏がらだ
しの素・カレールウ・食パン
(サンドイッチ用)

バナナ・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 バナナ

せんべい
9
・
30

土

和風スパゲティ 豆乳 調整豆乳・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

みかん・にんじん・だいこん・ごぼ
う・さやいんげん・乾しいたけ・え
のきたけ

筑前煮(里芋） みかん
清汁 スキムミルク

卵黄入りかるかん

8
・
22

金

麦ごはん 牛乳 牛乳・鶏肉・厚揚げ・焼き
竹輪・煮干・かまぼこ・塩
わかめ・かつお節・昆布・
スキムミルク・鶏卵

精白米・麦・さといも・こん
にゃく・植物油・砂糖(三温
糖)・やまいも・上新粉

しょうが・サラダ菜・はくさい・に
んじん・青ねぎ

麦ごはん
いわしのかば焼き チーズ
サラダ菜 豆乳
白菜と春雨のスープ スキムモンブラン7 木

牛乳 牛乳・プロセスチーズ・い
わし(開き)・米みそ・豚
肉・調整豆乳・スキムミル
ク・生クリーム

精白米・麦・片栗粉・砂糖(三
温糖)・緑豆はるさめ・植物
油・鶏がらだしの素・さつま
いも・クラッカー・

パイン缶・キャベツ・たまねぎ・に
んじん・かぶ・セロリ・かぼちゃ・
パセリ・かき

パイン缶
ロールパン
ポトフ
かぼちゃとツナのサラダ スキムミルク

かき
クラッカー

6
・
20

水

牛乳 牛乳・牛肉もも・まぐろ油
漬缶詰・スキムミルク

ロールパン・じゃがいも・鶏
がらだしの素・コンソメ・マ
ヨネーズ・クラッカー

りんご・えのきたけ・青ねぎ・しょ
うが・だいこん・にんじん・きゅう
り・生しいたけ・黄ピーマン

清汁 りんご
魚のみそ煮
五色なます

スキムミルク
いきなり団子5 火

雑穀ごはん 牛乳 牛乳・かつお節・昆布・白
身魚・赤色辛みそ・スキム
ミルク

精白米・雑穀・白玉ふ・上白
糖・砂糖(三温糖)・さつまい
も・こしあん・ホットケーキ
ミックス・植物油

きゅうり・たまねぎ・にんじん・
キャベツ・もやし・ピーマン・しょ
うが・きくらげ・バナナ

バナナ 野菜スティック
牛乳（以上児）
豆乳（未満児）
ビスケット

2
・
16

土

焼きビーフン 豆乳 調整豆乳・豚肉もも・いか ビーフン・植物油・ごま油・
中華スープの素・クッキー

みかん・にんじん・ほうれんそう
(生)・ブロッコリー・れんこん・青
ねぎ・バナナ・もも缶・みかん缶・
パイン缶・りんご

みかん
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
さつまいもと蓮根の豆乳みそ汁 ﾌﾙｰﾂみつ豆

1
・
18

金
・
月

牛乳 牛乳・鶏卵・スキムミル
ク・油揚げ・芽ひじき
(乾)・豆乳・煮干・米みそ

精白米・麦・砂糖(三温糖)・
植物油・さつまいも・さとい
も・甘納豆（あずき）

11月　給食献立表 2019.10.31

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
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