
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)

ワンローフパン マスタードサラダ パン　みずあめ　さとう ぎゅうにゅう　とりにく ブルーベリー　キャベツ　にんじん

ブルーベリージャム ポークビーンズ じゃがいも　くろざとう だいず　ぶたにく　ベーコン きゅうり　コーン　たまねぎ　セロリ

あぶら きんときまめ パセリ　にんにく

なめし かみかみソテー こめ　むぎ　ごまあぶら ぎゅうにゅう　かつおぶし　ひじき あおな　こんにゃく　れんこん

ぐうどん うどん　クラッカー ベーコン　とりにく　あぶらあげ えだまめ　しいたけ　にんじん

うまかってん アーモンド かまぼこ　わかめ　だいず　いりこ ねぎ

むぎごはん とうふサラダ こめ　むぎ　ごま　ごまあぶら ぎゅうにゅう　なっとう　とうふ キャベツ　きゅうり　コーン

なっとう はっぽうさい さとう　あぶら しらすぼし　かつおぶし　ぶたにく にんじん　はくさい　たけのこ

いか　えび　あさり　うずらたまご たまねぎ　きくらげ

むぎごはん ぶたニラのピリからいため こめ　むぎ　ごまあぶら ぎゅうにゅう　ぶたにく　 しょうが　にんじん　たまねぎ

たまごスープ ごま　でんぷん くきわかめ　たまご　かまぼこ にら　しめじ　にんにく　ねぎ

いっしょくチーズ チーズ きくらげ

ちらしずし やさいいりミンチカツ こめ　さとう　パンこ ぎゅうにゅう　とりにく　ぶたにく にんじん　ごぼう　しいたけ　えだまめ

すましじる あぶら　ふ わかめ　とうふ かんぴょう　たまねぎ　キャベツ

ぶどうゼリー コーン　えのき　みつば　ぶどう

パインパン あじのパンこやき パン　オリーブオイル ぎゅうにゅう　あじ　ウインナー パイン　パセリ　にんにく　コーン

アスパラソテー パンこ　じゃがいも ベーコン　とうにゅう アスパラガス　たまねぎ　にんじん

とうにゅうチャウダー こむぎこ しろいんげん チンゲンサイ

むぎごはん レモンしょうゆドレッシングサラダ こめ　むぎ　さとう　ごま ぎゅうにゅう　ひじき　とりにく キャベツ　にんじん　コーン

ひじきふりかけ にくだんごのうまに ごまあぶら　じゃがいも ぎゅうにく　ぶたにく レモン　たまねぎ　たけのこ

うずらたまご きくらげ　きぬさや

むぎごはん いわしうめに こめ　むぎ　じゃがいも ぎゅうにゅう　いわし　ぶたにく うめ　しょうが　たまねぎ　にんじん

ごじる だいず　あぶらあげ　みそ ねぎ　おうとう

れいとうもも

なつやさいカレーライス フルーツヨーグルト こめ　むぎ　あぶら ぎゅうにゅう　ぎゅうにく たまねぎ　にんじん　なす　かぼちゃ

きんときまめ　ヨーグルト えだまめ　にんにく　しょうが　トマト

りんご　みかん　パイン　おうとう

むぎごはん さけのマヨネーズやき こめ　むぎ　マヨネーズ ぎゅうにゅう　さけ　ぶたにく ごぼう　にんじん　こんにゃく

ぶたじる じゃがいも　くろざとう とうふ　みそ　だいず ねぎ

こくとうビーンズ

コッペパン シーフードサラダ パン　オリーブオイル　さとう ぎゅうにゅう　えび　いか ブロッコリー　カリフラワー　パプリカ

わふうきのこスパゲッティ スパゲッティ　こめこ ベーコン　とうにゅう たまねぎ　にんじん　しめじ　えのき

りんごタルト にんにく　ほうれんそう　りんご

むぎごはん さばホイルやき こめ　むぎ　さとう ぎゅうにゅう　さば　みそ とうがん　しいたけ　にんじん

とうがんじる とりにく たまねぎ　ねぎ

むぎごはん チキンなんばん こめ　むぎ　でんぷん　あぶら ぎゅうにゅう　とりにく たまねぎ　にんじん　ピーマン

じゃがいものみそしる さとう　じゃがいも あぶらあげ　みそ しめじ　ねぎ　パイン

れいとうパイン

むぎごはん バンバンジーサラダ こめ　むぎ　さとう　みずあめ ぎゅうにゅう　のり　とりにく きゅうり　キャベツ　きくらげ

のりつくだに あつあげのちゅうかに ごまあぶら　ごま　あぶら ぶたにく　あつあげ　うずらたまご にんじん　コーン　はくさい　たまねぎ

でんぷん しいたけ　こんにゃく　チンゲンサイ

コーンごはん ショーロンポオ（２こ） こめ　むぎ　こむぎこ ぎゅうにゅう　ぶたにく コーン　たまねぎ　キャベツ

ちゅうかスープ はるさめ　でんぷん とりにく　とうふ にんじん　こまつな　きくらげ

レモンゼリー ごま　ごまあぶら　さとう レモン

フィッシュバーガー （しろみざかなフライ・ パン　パンこ　あぶら ぎゅうにゅう　シイラ キャベツ　たまねぎ　にんじん

　キャベツソテー・タルタルソース） タルタルソース ウインナー　レンズまめ セロリ　パセリ

レンズまめのカレースープ

むぎごはん はるさめのいためもの こめ　むぎ　はるさめ ぎゅうにゅう　とりにく にんじん　ほうれんそう

キムチにくじゃが さとう　ごまあぶら　ごま ぶたにく　いりこ たまねぎ　にんじん　しらたき

アーモンドカル じゃがいも　アーモンド キムチ　にら

むぎごはん さばのたつたあげ こめ　むぎ　でんぷん ぎゅうにゅう　さば にんにく　しょうが　キャベツ

キャベツのみそしる あぶら あつあげ　みそ にんじん　えのき　ねぎ

コッペパン トマトオムレツ パン　あぶら　じゃがいも ぎゅうにゅう　たまご　とりにく トマト　たまねぎ　キャベツ

コールスローサラダ さとう　もちごめ ウインナー にんじん　コーン　ブロッコリー

ポトフ　アイスだいふく セロリ

むぎごはん さんまみぞれに こめ　むぎ　さとう ぎゅうにゅう　さんま　とりにく だいこん　かぼちゃ　たまねぎ

かぼちゃのみそしる あぶらあげ　みそ ねぎ

ビビンバ わかめスープ こめ　むぎ　さとう ぎゅうにゅう　ぎゅうにく しょうが　にんじん　もやし

いちごヨーグルト ごまあぶら　ごま たまご　とうふ　わかめ ほうれんそう　たまねぎ　いちご

ヨーグルト

※　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。）

29.4

☆　おたんじょうびきゅうしょく　☆　とくべつデザートは「りんごタルト」です。７がつうまれのおともだちをおいわいしましょう🎶
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