
おもにからだをつくるもの 　　　おもにからだのちょうしを 　　おもにねつやちからの

エネルギー たんぱくしつ 　　　　　　ととのえるもの 　　　　　もとになるもの

【筑前和食の日】 かつおフライ かつお　　クロダマル にんじん　　いとこんにゃく　もやし こめ　

ふじごはん おひたし かつおぶし　ぶたにく きゃべつ　 アスパラガス　ごぼう パンこ　　　あぶら

さつきわん　　かしわもち 　ぎゅうにゅう エリンギ　　たけのこ　　しいたけ かしわもち

ホットドッグ ウインナー　　　ツナ きゃべつ　 きゅうり　　レモン パンこ　　　サラダゆ

せわれコッペパン スパゲティサラダ ベーコン　　　チーズ たまねぎ　　　　にんじん じゃがいも　　スパゲテイ

コーンチャウダー ぎゅうにゅう コーン　　　パセリ こむぎこ　　バター

あつあげのちゅうかに ぶたにく　　あつあげ　 きゅうり　きゃべつ　しょうが　しめじ こめ　　むぎ　　でんぷん

むぎごはん ちゅうかあえ うずらのたまご　　ハム たまねぎ　　にんじん　　ﾆｭｰｻﾏｰｵﾚﾝｼﾞ サラダゆ　　さとう　ごま

ニューサマーオレンジ ぎゅうにゅう にんにく　　チンゲンサイ　たけのこ はるさめ　　ごまあぶら

こうやどうふのごもくに とりにく　　こうやどうふ こまつな　　きゃべつ　もやし こめ　　じゃがいも

ごはん ごまじゃこあえ ひじき　　しらすぼし こんにゃく　　にんじん　 サラダゆ　さとう　

おちゃぱっぱふりかけ ぎゅうにゅう　 さやいんげん　　おちゃぱっぱ ごま

ほうれんそうオムレツ オムレツ　　ベーコン たまねぎ　　にんじん　トマトかん はいがパン　　じゃがいも

はいがパン やさいソテー とりにく　　ガルバンゾー セロリ　　にんにく　パセリ　　 マカロニ　　サラダゆ

ミネストローネ ぎゅうにゅう きゃべつ　　ピーマン　ほうれんそう

さけのしおやき さけ　　　てんぷら　こんぶ こまつな　　えのきだけ　ねぎ こめ　　げんまい

げんまいごはん きりぼしだいこんのいために みそ　とうふ　　あぶらあげ たまねぎ　　きりぼしだいこん サラダゆ　　さとう

じゃがいものみそしる わかめ　　ぎゅうにゅう にんじん　　さやいんげん じゃがいも

きつねうどん あぶらあげ　とりにく　わかめ ごぼう　　たまねぎ　　にんじん こめ　　　サラダゆ

ごはん こんさいだんごとやさいのあまずあえ こんさいだんご　うずらたまご ねぎ　　たけのこ　　ちんげんさい うどん　　さとう

あまなつ てんぷら　　ぎゅうにゅう さやいんげん　　あまなつ あぶら　　　でんぷん

ちぐさやき ぶたにく　　あぶらあげ　 にんじん　たけのこ　しいたけ こめ　　もちごめ

ちゅうかおこわ きゅうりのナムル とうふ　　わかめ　ちぐさやき しょうが　　えのきだけ　　ねぎ サラダゆ　　ごまあぶら

はるさめスープ こんぶ　　ぎゅうにゅう きゅうり　　もやし　えだまめむきに ごま　はるさめ　おわらふ

さばのしおこうじやき さば　　ベーコン スナップエンドウ　　きゃべつ こめ　　むぎ　　サラダゆ

むぎごはん スナップエンドウのソテー とりにく　　とうふ こんにゃく　　にんじん　ごぼう じゃがいも　　

けんちんじる ぎゅうにゅう しいたけ　　　ねぎ でんぷん

クリームシチュー とりにく　　ベーコン　 たまねぎ　　にんじん　　しめじ ミルクパン　　　じゃがいも

ミルクパン ツナサラダ ツナ　チーズ　　いんげんまめ アスパラガス　　きゃべつ　コーン バター　　こむぎこ

メロン ぎゅうにゅう きゅうり　レモン　　メロン なまクリーム　　サラダゆ

ホイコーロ ぶたにく　　　あかみそ きゃべつ　　たけのこ　　たまねぎ こめ　　　でんぷん

ごはん　 たまごスープ たまご　　とうふ　　わかめ にんにく　　しょうが　　にんじん サラダゆ　　ごまあぶら

はるまき ぎゅうにゅう えのきだけ　　しいたけ　ちんげんさい はるまきのかわ　　あぶら

【食育の日】 だいずのいそに だいず　　とりにく　ひじき こんにゃく　　にんじん　 こめ　むぎ　サラダゆ　　ごま

むぎごはん バンサンスー てんぷら　あぶらあげ　たまご さやいんげん　　きゅうり じゃがいも　　　さとう

ぎすけに ハム　いりこ　　ぎゅうにゅう きゃべつ はるさめ　　ごまあぶら

さばのにつけ さば　　とうふ　　こんぶ しょうが　　たまねぎ　　にんじん こめ　　さとう　　ごま

ごはん そくせきづけ あおさ　　（やめちゃムース） えのきだけ　　ねぎ　 うずまきふ

あおさじる　　やめちゃムース ぎゅうにゅう きゅうり　　きゃべつ やめちゃムース

とりにくとじゃがいものうまに とりにく　　あつあげ たまねぎ　　しいたけ　　にんじん ごめ　　むぎ　　さとう

むぎごはん ちぐさあえ　 しらすぼし　　なっとう さやいんげん　　こまつな　コーン じゃがいも　　ごま

なっとう ぎゅうにゅう きゃべつ　　もやし ごまあぶら　

ペンネのカレーソース あいびきにく たまねぎ　　にんじん　　トマトかん パン　　

コッペパン あまなつサラダ チーズ　　　ヨーグルト ピーマン　　エリンギ　　きゃべつ スパゲテイ　　サラダゆ

ヨーグルト ぎゅうにゅう にんにく　きゅうり　　あまなつ

とりにくのてりやき とりにく　　ハム　　こんぶ しょうが　きゅうり　　きゃべつ こめ　　ごま　　ごまあぶら

ごはん げんきサラダ かつおぶし　かまぼこ　とうふ　 コーン　　たまねぎ　　えのきだけ　 おわらふ　　さとう

わかめスープ わかめ　　ぎゅうにゅう にんじん

ハヤシライス ぎゅうにく　　チーズ はりはりづけ　たまねぎ　トマトかん こめ　　むぎ　　サラダゆ

むぎごはん フルーツヨーグルト 704 23.6 ヨーグルト にんじん　エリンギ　えだまめむきみ　にんにく じゃがいも　こむぎこ

はりはりづけ ぎゅうにゅう バナナ　みかんかん　パインかん　ももかん バター　　なまクリーム　

チキンてりやきパテイ とりにく　　ハム　 きゅうり　　にんじん こめ　　　むぎ

むぎごはん ポテトサラダ チーズ　とうふ　　ぶたにく いとこんにゃく　　　しいたけ　 じゃがいも　　サラダゆ

さわにわん ぎゅうにゅう ごぼう　　　さやいんげん マヨネーズ

やきビーフン ぶたにく　　てんぷら たまねぎ　　にんじん　　にら パン　　いちごジャム

ワンローフパン ちゅうかふうコーンスープ たまご　　しゅうまい きゃべつ　　もやし　　しめじ ビーフン　　サラダゆ

いちごジャム しゅうまい ぎゅうにゅう コーン　チンゲンサイ　えのきだけ でんぷん

いわしのうめのかあげ いわし　　ひじき　　だいず にんじん　　こまつな　　ごぼう こめ　　あぶら　　こむぎこ

ごはん ひじきとだいずのにもの あぶらあげ　ぶたにく　とうふ たまねぎ　　しょうが　　ねぎ じゃがいも　　サラダゆ

ぶたじる みそ　　ぎゅうにゅう かぼちゃ　　えだまめむきみ さとう

平成30年度5月分学校給食献立表
ざ　　　い　　　り　　　ょ　　　う

筑前町立　  三並小学校

日
曜

こ　　　ん　　　だ　　　て

しゅしょく ぎゅうにゅう ふくしょく Kcal g

1
火

635 29.8

2
水

646 27.8

7
月

605 23.9

8
火

599 23.2

9
水

625 25.6

10
木

656 25.7

１1
金

613 23.8

14
月

634 24

15
火

660 24.5

16
水

634 28.7

１7
木

690 27.9

18
金

629 24.7

21
月

621 20.9

22
火

650 23.5

23
水

652 26.4

24
木

658 25.4

25
金

29
火

620 25.6

30
水

692 24.7

31
木

692 24.7

※材料などの都合により、献立を変更することがあります。

○１日「筑前和食の日」

○１９日は食育の日
（筑前町特産の大豆料理の日）

今月は「大豆とひじきのいそに」です。
大豆をひじきや油あげと煮て作ります。
よくかんで、いただきましょう。

風かおる５月、若葉のきれいな、さわやかな季節です。
元気に一日を過ごせるように、朝ごはんをしっかり食べて登校しましょう。

５月５日 端午の節句（たんごのせっく）

男の子の成長と幸せを願い、お祝いをする行事です。
こいのぼりや武者人形をかざり、ちまきやかしわもちをつくって、お祝いをします。

かしわもち
あんを入れたもちをか
しわの葉っぱにくるん
で作ります。

ちまき
米粉で作るだんごを
笹の葉でつつみ、蒸
して作ります。

「家が絶えないように」の願いが
こめられたかしわもち

それは、柏の木は新芽が出るまで、古い
葉が落ちることはないため、縁起がよい
とされているからです。

ふじごはん 七菜汁

炒ったクロダマルを
入れて炊きます。ご
はんの色が藤の花の
ようになります。


