
みどりのグループ あかのグループ きいろのグループ
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ととの

える 血
ち

や肉
にく

になるもの 熱
ねつ

や力
ちから

になるもの

むぎごはん にんじん　たまねぎ　ピーマン ぎゅうにゅう こめ　むぎ　じゃがいも

なつやさいカレー なす　りんご　みかん　パイン　 とりにく　 バター　あぶら　さとう

フルーツポンチ もも　トマト　 しらたま　ゼリー　

しょくパン　　くろまめきなこクリーム きゅうり　もやし　みかん　レモン ぎゅうにゅう　ハム　 パン　くろまめきなこクリーム

れいめん しょうが　えだまめ　 ちゅうかめん　ごま　さとう

えだまめ ごまあぶら　

ごはん しょうが　もやし　ねぎ　しめじ　 ぎゅうにゅう　とりにく　とうふ こめ　あぶら　さとう

ぶたにくのしょうがやき たまねぎ　にんじん　えのきだけ ぶたにく　わかめ　

とうふじる

まるパンスライス　 にんじん　たまねぎ　パセリ ぎゅうにゅう　ホキ　とりにく パン　じゃがいも　あぶら

ホキフライ　タルタルソース キャベツ　きょほう　 たまご（タルタルソース） パンこ　こむぎこ　

やさいスープ　　きょほう タルタルソース

ごはん かぼちゃ　なす　ねぎ　だいこん ぎゅうにゅう　あげ　みそ こめ　パンこ　さとう　

ハンバーグおろしソース　ブロッコリー こまつな（くまがいさん） とうふ　とりにく　ぶたにく でんぷん　あぶら　

かぼちゃのみそしる ブロッコリー　たまねぎ

むぎごはん　　かつおふりかけ にがうり　もやし　にんじん　　 ぎゅうにゅう　ぶたにく　とうふ こめ　むぎ　ごまあぶら

ゴーヤチャンプル にら　しょうが　ねぎ もずく　とりにく　ふりかけ ごま　あぶら

もずくスープ　 うずらたまご　

しょくパン　ココアクリーム キャベツ　にんじん　ごぼう ぎゅうにゅう　ベーコン パン　かんめん　でんぷん

ぶっかけひやしうどん　 もやし　ねぎ　 ごま　あぶら　さとう　

やさいソテー　 ココアクリーム

ごはん ぜんまい　たけのこ　にら　 ぎゅうにゅう　ぎゅうにく こめ　ごま　はるさめ　さとう

ビビンバ にんじん　もやし　ねぎ　にんにく わかめ ごま　あぶら　

わかめスープ しょうが

こめこパン にんじん　たまねぎ　キャベツ ぎゅうにゅう　たまご　　 こめこ　こむぎこ　パンこ

トマトオムレツ　 パセリ　トマト　なし ベーコン　とりにく　ぶたにく あぶら　

ラビオリスープ　なし１/４こ

ごはん とうがん　しいたけ　えのきだけ ぎゅうにゅう　ぶたにく こめ　でんぷん　あぶら

いわしのうめに　にんじんしりしり にんじん　うめ ツナ　いわし さとう　

とうがんスープ　 こまつな（くまがいさん）

こくとうしょくパン　マーガリン にんじん　たまねぎ　ピーマン ぎゅうにゅう　ぶたにく くろざとう　パン　ビーフン　

ごもくビーフン キャベツ　コーン　みかん てんぷら　かまぼこ マーガリン　あぶら　

カットコーン　みかんジュース

ごはん にんじん　ねぎ　えのきだけ ぎゅうにゅう　わかめ　ぶたにく こめ　ふ　パンこ　ごまあぶら

みそカツ　ゆでキャベツ キャベツ　 みそ　 ねりごま　ごま　でんぷん

わかめじる あぶら　さとう　

ワンローフパン　いちじくジャム もやし　しいたけ　たけのこ　 ぎゅうにゅう　ぎゅうにく　 パン　ジャム　さとう　あぶら

パプリカとさつまいものいろどりいため にんじん　ねぎ　ピーマン ムース　ぶたにく さつまいも　ごまあぶら

もやしスープ　ムース あか・きパプリカ（あらまきさん）

むぎごはん にんじん　たまねぎ　こんにゃく ぎゅうにゅう　ぶたにく　 こめ　むぎ　じゃがいも　

にくじゃが ピース　たかなづけ　 ちりめん　ヨーグルト　 さとう　ごま　あぶら

たかないり　ヨーグルト ごまあぶら　

コーンごはん しめじ　えのきだけ　コーン　 ぎゅうにゅう　メルルーサ こめ　もちごめ　こむぎこ

さかなのいそべあげ こまつな（くまがいさん） あげ　とうふ　みそ　あおのり あぶら　

みそしる

コッペパン キャベツ　にんじん　きくらげ ぎゅうにゅう　ぶたにく　 パン　かんめん　でんぷん

こくらやきうどん　 もやし　たまねぎ いか　てんぷら　けずりぶし あぶら　さとう　ごま　

ぎすけに いりこ　だいず　

ごはん たけのこ　にんじん　キャベツ ぎゅうにゅう　ぶたにく　いか こめ　ごまあぶら　あぶら

はっぽうさい しいたけ　たまねぎ　にんにく　 いか　うずらたまご　 でんぷん　こむぎご　

ぎょうざ いんげん　にら　

ねじりパン にんじん　ブロッコリー　キャベツ ぎゅうにゅう　ぎゅうにく パン　じゃがいも

ビーフシチュー アスパラ　たまねぎ　トマト マカロニ　バター　さとう

ゆでやさいのサラダ　ドレッシング ピース　 ドレッシング　あぶら

★今月
こんげつ

は、フルーツポンチ、れいめんや、ぶっかけひやしうどんなど冷
つめ

たいこんだてがあります。

★１１日
にち

のハンバーグおろしソースは、新
しん

メニューです。大根
だいこん

おろしを使
つか

ったさっぱりしたソースのハンバーグです。お楽
たの

しみに！

     　9月　きゅうしょくのこんだて
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成29年9月　田川市立大浦小学校

日
にち

曜日
ようび

主
しゅ

食
しょく

（ごはん・パン）

主菜
しゅさい

（おもなおかず）

副菜
ふくさい

（おかず）　　　デザート・そのた

牛乳
ぎゅうにゅう

使用
しよう

するおもな食品
しょくひん

とからだのなかでのおもな働
はたら

き
エネル
ギー

たんぱ
くしつ

しぼう

6 水 〇 620 23.4 22.8

5 火 〇 717 22.1 15.7

8 金 〇 649 24.3 27.9

7 木 〇 611 27.7 18.7

12 火 〇 612 25.4 20.4

11 月 〇 731 23.0 23.0

14 木 〇 622 22.4 18.0

13 水 〇 618 19.1 18.9

19 火 〇 613 24.9 18.5

15 金 〇 617 25.9 22.3

21 木 〇 635 21.4 18.9

20 水 〇 639 22.8 21.5

25 月 〇 654 22.1 16.2

22 金 〇 607 25.0 21.4

27 水 〇 622 29.5 21.8

26 火 〇 616 26.6 17.8

★2学期
がっき

が始
はじ

まりました。給食
きゅうしょく

は、5日
か

から始
はじ

まります。すききらいせずに残
のこ

さず食
た

べるようにしましょう。　　　　　　　　※材料
ざいりょう

の都合
つごう

により献立
こんだて

が変更
へんこう

になることがあります。
。

29 金 〇 634 24.6 24.6

28 木 〇 691 29.1 20.8

しょくいくのひ

ごとうちグルメ

せかいのりょうり

しんメニュー


