
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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むぎごはん にんじん　こんにゃく　 ぎゅうにゅう　ぶたにく　 こめ　むぎ　さとう　

にくじゃが たまねぎ　ピース　たかな ちりめん あぶら　ごま　ごまあぶら

ちりめんたかないり じゃがいも

コッペパン　 たまねぎ　にんじん　ピース ぎゅうにゅう　ぎゅうにく パン　スパゲッティ　

スパゲッティミートソース パイン　みかん　もも　 ぶたにく　チーズ　 あぶら　こむぎこ　さとう

フルーツのヨーグルトあえ ヨーグルト バター　ゼリー

ごはん にんじん　せんぎりだいこん ぎゅうにゅう　とりにく こめ　さとう　あぶら　

ぶたじる しいたけ　ごぼう　はくさい てんぷら　あげ　ぶたにく さといも　さつまいも

せんぎりだいこんのふくめに ねぎ　 とうふ　みそ

あげパン キャベツ　にんじん　たまねぎ ぎゅうにゅう　うずらたまご パン　グラニューとう　

ビーフンスープ もやし　ねぎ　えだまめ ぶたにく　いか ビーフン　あぶら

えだまめ ごまあぶら　

キムチごはん しょうが　はくさいキムチ　にら　ねぎ ぎゅうにゅう　ぶたにく　 こめ　さとう　ごまあぶら

チャプチェ（しんメニュー） にんじん　こんにゃく　たまねぎ　たけのこ わかめ　うずらたまご ごま　はるさめ

わかめスープ きくらげ　★きパプリカ（すがわらさん）

おにぎらず　ノンエッグマヨネーズ キャベツ　にら　たまねぎ ぎゅうにゅう　とりにく こめ　さとう　でんぷん　

とりのてりに　ゆでキャベツ　（おにぎらずのぐ） えのきだけ　にんじん　 たまご　のり ノンエッグマヨネーズ

かきたまじる

ワンローフパン　くろまめきなこクリーム もやし　メンマ　ねぎ　 ぎゅうにゅう　やきぶた パン　ちゅうかめん　じゃがいも

しょうゆラーメン にんにく　しょうが　 わかめ　きびなご くろまめきなこクリーム　こめこ

きびなごカリカリフライ あぶら　ごまあぶら　でんぷん

むぎごはん　かつおふりかけ はくさい　にんじん　 ぎゅうにゅう　ふりかけ こめ　むぎ　さとう　

レバーとあつあげのピリから ★こまつな（くまがいさん） とりレバー　あつあげ　 でんぷん　あぶら　

はくさいじる とりにく　

しょくパン　ココアクリーム キャベツ　たまねぎ　にんじん ぎゅうにゅう　たまご　 パン　ココアクリーム

ミートオムレツ パセリ　ほうれんそう ぎゅうにく　ぶたにく でんぷん　さとう　あぶら

ラビオリスープ　りんごゼリー とりにく こむぎこ　パンこ　ゼリー

きのこごはん しめじ　にんじん　ごぼう ぎゅうにゅう　ちりめん　 こめ　さとう　

ちくわのカレーあげ しいたけ　ピース　ねぎ ちくわ　とりにく　わかめ こむぎこ　あぶら　

すごもりスープ うずらたまご はるさめ　

しょくパン　いちごジャム キャベツ　たまねぎ　もやし ぎゅうにゅう　かまぼこ パン　ジャム　ちゅうかめん

チャンポン にんじん　ねぎ　はくさい ぶたにく　いか　 あぶら　こむぎこ　

ぎょうざ でんぷん

ごはん　しそひじきふりかけ ★こまつな（くまがいさん） ぎゅうにゅう　さけ こめ　ごま　さとう 656 27.4 14.8

さけのしおやき しめじ　かぼちゃ　にんじん あげ　みそ　ひじき　（プリン） （ゼリー） プリン↑ ゼリー↓

みそしる　セレクト（ゼリーとプリン） しそ　 645 24.8 12.9

コッペパン たまねぎ　にんじん　しめじ ぎゅうにゅう　とりにく パン　じゃがいも　さつまいも

あきのシチュー いんげん　ブロッコリー スキムミルク　 あぶら　バター

２しょくサラダ　ごまドレッシング　りんご カリフラワー　りんご　 ごまドレッシング

ごはん キャベツ　えのきだけ　にんじん ぎゅうにゅう　ぶたにく　 こめ　さとう　ねりごま

みそカツ　ゆでキャベツ ねぎ わかめ　とうふ　みそ　 ごま　あぶら　パンこ

わふうじる とりにく でんぷん

わかめごはん（すくなめ） にんじん　ねぎ　こまつな ぎゅうにゅう　あげ　かまぼこ こめ　かんめん　さとう　

きつねうどん ツナ　わかめ あぶら　ゼリー

おひたし　パックンゼリーオレンジ

コッペパン にんじん　はくさい　しゅんぎく ぎゅうにゅう　ぶたにく　 パン　はるさめ　こめこ

ちゅうかふうゆどうふ たけのこ　ねぎ　たまねぎ とうふ　 ごまあぶら　こむぎこ

はるまき キャベツ　しょうが あぶら　でんぷん

むぎごはん にんじん　たまねぎ　ピース ぎゅうにゅう　ぎゅうにく こめ　むぎ　あぶら　バター

ハヤシライス マッシュルーム　トマト　 ベーコン さとう　

ほうれんそうとコーンのソテー ほうれんそう　コーン　

ごはん にんじん　だいこん　ごぼう　 ぎゅうにゅう　さば　とうふ こめ　さといも　さとう　

さばのみそに ねぎ　しょうが　 とりにく　あげ　みそ でんぷん　あぶら　

けんちんじる

むぎごはん にんじん　たまねぎ　しいたけ ぎゅうにゅう　ぶたにく　 こめ　むぎ　ごまあぶら

マーボーどうふ ねぎ　 とうふ　うずらたまご　みそ あぶら　さとう　でんぷん

シューマイ　ミニトマト ★ミニトマト（まつざきさん） とりにく　 こむぎこ　

こめこパン コーン　たまねぎ　にんじん ぎゅうにゅう　ベーコン パン　こめこ　でんぷん

かぼちゃコロッケ パセリ　しょうが　かぼちゃ　だいこん ぶたにく　とうにゅう パンこ　じゃがいも

コーンスープ　オレンジ オレンジ　ほうれんそう　こまつな さとう　あぶら　

ボタやまカレー アスパラ　たまねぎ　レタス ぎゅうにゅう　ぎゅうにく　 こめ　くろねりごま　バター

にたまご しょうが　にんにく　りんご たまご あぶら　ドレッシング

おんやさいのサラダ　かんきつドレッシング ★パプリカあか・き（すがわらさん） さとう

1 火 〇 635 22.8 14.0

   　　10月　きゅうしょくのこんだて
令和元年10月　田川市立弓削田小学校
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副菜
ふくさい

（おかず）　　　デザート・そのた
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き
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3 木 〇 641 23.6 16.4

2 水 〇 647 23.0 17.2

7 月 〇 611 22.8 19.3

4 金 〇 634 28.9 25.4

9 水 〇 612 20.5 26.1

8 火 〇 612 23.4 22.1

11 金 〇 618 26.4 20.8

10 木 〇 679 25.1 25.0

625 25.8 21.1

15 火 〇 667 23.5 20.6

17 木 〇

18 金 〇

16 水 〇

628 23.1 23.1

21 月 〇 675 24.2 23.1

24 木 〇 607 21.9 26.4

23 水 〇 622 20.7 14.4

28 月 〇 726 30.7 23.9

25 金 〇 646 22.1 18.0

30 水 〇 620 22.4 24.3

29 火 〇 694 27.9 22.0

〇秋
あき

は、実
みの

りの秋
あき

、食欲
しょくよく

の秋
あき

といわれるように、おいしい食
た

べ物
もの

がたくさん実る
みの

ときです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※材料の都合により献立が変更になることがあります。

〇こんだても、きのこごはん、さけのしおやき、秋
あき

のシチュー、さばのみそ煮
に

など秋
あき

の食材
しょくざい

をたくさん使
つか

います。

〇7日（月
げつ

）韓国
か ん こ く

料理
り ょ う り

のチャプチェは、新
し ん

メニューです。17日（木
も く

）はプリンかゼリーかデザートを選
え ら

べるセレクト給食
きゅうしょく

もあります。お楽
たの

しみに！

31 木 〇 688 23.1 22.3

しょくいくのひ

めのあいごデー

ごとうちグルメ たがわし

ごとうちグルメ あいちけん

せかいのりょうり かんこく


