
しゅしょく きいろ あか みどり エネルギー たんぱくしつ

（そえもの） ねつやちからのもと ちやにくやほねになる からだのちょうしをととのえる (kcal) (g)

むぎごはん はるさめのあまずあえ こめ　むぎ　はるさめ ぎゅうにゅう　とりにく にんじん　きゅうり　たまねぎ

マーボーどうふ ごま　ごまあぶら　さとう ぎゅうにく　ぶたにく　だいず にら　しいたけ　しょうが　にんにく

あぶら　でんぷん とうふ　みそ

むぎごはん さけのしおやき こめ　むぎ　じゃがいも ぎゅうにゅう　さけ　ぶたにく たまねぎ　にんじん　ねぎ

ごじる じょうしんこ　さとう　 だいず　あぶらあげ　みそ

かしわもち あずき

コッペパン ツナサラダ パン　あぶら　さとう ぎゅうにゅう　ツナ キャベツ　きゅうり　にんじん

ペンネのミートソースに ペンネ ぎゅうにく　ぶたにく コーン　たまねぎ　マッシュルーム

にんにく　トマト

カレーライス フルーツミックス こめ　むぎ　じゃがいも ぎゅうにゅう　とりにく たまねぎ　にんじん　グリンピース

きんときまめ にんにく　しょうが　りんご

みかん　パイン　おうとう

むぎごはん あじフライ こめ　むぎ　パンこ ぎゅうにゅう　あじ　とりにく たまねぎ　にんじん　しめじ

のりつくだに さつまじる あぶら　さつまいも あぶらあげ　みそ　のり ねぎ

さとう　こむぎこ

むぎごはん すぶた こめ　むぎ　でんぷん ぎゅうにゅう　ぶたにく しょうが　たまねぎ　にんじん

ちゅうかスープ こむぎこ　じゃがいも　ごま うずらたまご　とうふ しいたけ　たけのこ　にんにく

あぶら　さとう　はるさめ にら　きくらげ

むぎごはん こんにゃくサラダ こめ　むぎ　ごま ぎゅうにゅう　ツナ　たまご みずな　きゅうり　しらたき

あまみそそぼろじゃが ごまあぶら　じゃがいも ぎゅうにく　ぶたにく　みそ レモン　たまねぎ　いんげん

さとう　あぶら

キャロットパン ファイバーサラダ パン　ごま　ごまあぶら ぎゅうにゅう　ツナ　とりにく にんじん　きゅうり　キャベツ

しろいんげんまめのシチュー さとう　じゃがいも　バター しろいんげんまめ きりぼしだいこん　たまねぎ

なまクリーム　こむぎこ グリンピース

むぎごはん ハンバーグケチャップソース こめ　むぎ　さとう ぎゅうにゅう　ぶたにく　 たまねぎ　にんじん　えのき

とうふのみそしる とりにく　とうふ　あぶらあげ ねぎ　いちご

おいわいいちごゼリー みそ　とうにゅう

わかめごはん さばのこうみやき こめ　むぎ　さとう ぎゅうにゅう　わかめ　さば にんにく　しょうが　にんじん

かきたまじる でんぷん みそ　たまご　とうふ えのき　ねぎ　ようなし

れいとうようなし

むぎごはん ちぐさたまごやき こめ　むぎ　あぶら ぎゅうにゅう　たまご　チーズ たまねぎ　にんじん　ほうれんそう

ぶたじる さとう　ごま とりにく　ぶたにく　あつあげ しいたけ　ごぼう　こんにゃく

ミニフィッシュ みそ　いわし ねぎ

むぎごはん じゃがいものちゅうかいため こめ　むぎ　じゃがいも ぎゅうにゅう　ぎゅうにく たけのこ　ピーマン　しょうが

はるさめスープ あぶら　さとう　ごまあぶら にんにく　たまねぎ　にんじん

フルーツムース でんぷん　はるさめ にら　きくらげ　みかん

ワンローフパン とりにくのハニーマスタードやき パン　さとう　マーガリン ぎゅうにゅう　とりにく りんご　にんにく　ブロッコリー

りんご＆マーガリン チーズサラダ はちみつ　マヨネーズ チーズ　ベーコン コーン　たまねぎ　にんじん

トマトスープ キャベツ　トマト　セロリ　パセリ

むぎごはん げんきサラダ こめ　むぎ　あぶら ぎゅうにゅう　とりにく キャベツ　にんじん　きゅうり　しめじ

かじょうどうふ でんぷん　ごまあぶら かつおぶし　こんぶ　ぶたにく コーン　レモン　たけのこ　ピーマン

れいとうもも さとう あつあげ ねぶかねぎ　しいたけ　おうとう

むぎごはん さわらのさいきょうやき こめ　むぎ　さとう ぎゅうにゅう　なっとう しめじ　たまねぎ　にんじん

なっとう うおそうめんじる でんぷん さわら　みそ　いとより ほうれんそう

むぎごはん いわしかぼすレモンに こめ　むぎ　さとう ぎゅうにゅう　いわし かぼす　レモン　たまねぎ

こうやどうふのにもの じゃがいも　あぶら とりにく　こうやどうふ にんじん　たけのこ　しいたけ

きぬさや

ジューシー ゴーヤチャンプル こめ　あぶら　ごまあぶら ぎゅうにゅう　ぶたにく　こんぶ しょうが　にんじん　しいたけ

もずくじる さとう たまご　とうふ　かつおぶし ゴーヤ　もやし　たまねぎ　ねぎ

シークヮーサーゼリー もずく　かまぼこ えのき　シークヮーサー

ナン かぼちゃとツナのサラダ ナン　マヨネーズ　 ぎゅうにゅう　ツナ　ぶたにく かぼちゃ　ブロッコリー　コーン

キーマカレー あぶら ぎゅうにく　あずき たまねぎ　にんじん　えだまめ

ヨーグルト ヨーグルト にんにく　りんご

むぎごはん ししゃもフライ こめ　むぎ　パンこ　あぶら ぎゅうにゅう　ししゃも たまねぎ　にら　にんじん　えのき

とりつくねのすましじる ピーナッツ　はちみつ とりにく しいたけ　ねぎ

ハニーピーナッツ

むぎごはん じゃこサラダ こめ　むぎ　ごま　さとう ぎゅうにゅう　かつおぶし　のり もやし　キャベツ　にんじん　コーン

のりかつおふりかけ あつあげのそぼろに ごまあぶら　あぶら しらすぼし　とりにく　だいず たまねぎ　たけのこ　しいたけ

あつあげ きぬさや

むぎごはん にくみそどんぶりのぐ こめ　むぎ　あぶら ぎゅうにゅう　ぎゅうにく たまねぎ　ピーマン　キャベツ

わかめスープ さとう　ごま　ごまあぶら だいず　みそ　わかめ にんじん　しょうが　にんにく

いちごクレープ こめこ とうにゅう しいたけ　いちご

むぎごはん さばごまみそに こめ　むぎ　さとう　ごま ぎゅうにゅう　さば　みそ ごぼう　にんじん　しいたけ

さわにわん ごまあぶら ぶたにく えのき　たけのこ　ねぶかねぎ

れいとうパイン パイン

※　食材の都合等により、献立を変更することがあります。あらかじめ御了承ください。　　

※　篠栗町では、地場産物の活用に取り組んでいます。（太字下線のものが地場産物です。）
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☆　おたんじょうびきゅうしょく　☆　とくべつデザートは「いちごクレープ」です。４、５、６がつうまれのおともだちをおいわいしましょう🎶

２６ 金 ○ 614

月２９

３

☆　えほんきゅうしょく　☆　えほん「こまったさんのスパゲティ」から、「ペンネのミートソースに」がとうじょうです🎶
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