
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 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　てんぷら れんこん　こんにゃく　にんじん

れんこんのごまいため あぶら　さとう　ごま あつあげ　みそ いんげん　たまねぎ　こまつな

あつあげのみそしる

ピタパン マスタードサラダ ピタパン　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

チリコンカン さとう ぎゅうにく　ぶたにく　だいず コーン　レモン　たまねぎ

きんときまめ にんにく　トマト

むぎごはん えびチリ こめ　むぎ　ごまあぶら ぎゅうにゅう　えび たまねぎ　にんじん　グリンピース

ワンタンスープ こむぎこ　さとう　でんぷん ぶたにく にんにく　しょうが　ねぶかねぎ

れいとうもも トマト　もやし　おうとう

むぎごはん ファイバーサラダ こめ　むぎ　ごま ぎゅうにゅう　のり　かつおぶし きゅうり　キャベツ　たまねぎ

のりかつおふりかけ あまみそそぼろじゃが ごまあぶら　さとう ツナ　ぎゅうにく　ぶたにく きりぼしだいこん　いんげん

じゃがいも みそ

きのこカレーライス はるさめのみそマヨサラダ 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　しめじ

ヨーグルト はるさめ　マヨネーズ きんときまめ　ちくわ　みそ えのき　マッシュルーム　グリンピース

ごま ヨーグルト トマト　りんご　キャベツ　きゅうり

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 だいこん　キャベツ　にんじん

キャベツのごまあえ ごま　 ぶたにく　だいず　あぶらあげ もやし　かぼちゃ　たまねぎ

ごじる みそ こまつな

こめこパン はるまき パン　こめこ　あぶら ぎゅうにゅう　ウインナー ブロッコリー　コーン　もやし

ブロッコリーとアーモンドのソテー こむぎこ　アーモンド ぶたにく　とりにく たまねぎ　しめじ　レタス

とりにくのフォー ビーフン キャベツ　にんじん　レモン

むぎごはん うめドレッシングサラダ こめ　むぎ　さとう ぎゅうにゅう　なっとう キャベツ　にんじん　きゅうり

なっとう こうやどうふのにもの ごま　あぶら　じゃがいも ツナ　とりにく たまねぎ　たけのこ　しいたけ

こうやどうふ　きぬさや

ぎゅうじゃこライス さわらのさいきょうやき こめ　むぎ　ごま　あぶら ぎゅうにゅう　ぎゅうにく にんじん　きりぼしだいこん

きりぼしだいこんのいりに さとう　でんぷん しらすぼし　さわら　みそ しいたけ　たまねぎ　しめじ

かきたまじる てんぷら　たまご　とうふ えのき　こまつな

たこめし ちぐさたまごやき こめ　ごまあぶら ぎゅうにゅう　たまご　とりにく たまねぎ　にんじん　ほうれんそう

キャベツのレモンあえ さとう　じゃがいも チーズ　たこ　あぶらあげ　みそ しいたけ　キャベツ　コーン

ぶたじる しらすぼし　ぶたにく　あつあげ ごぼう　こんにゃく　だいこん　こまつな

むぎごはん さばのこうみやき こめ　むぎ　ごまあぶら ぎゅうにゅう　さば　みそ にんにく　しょうが　もやし　コーン

もやしとコーンのおひたし さとう ぶたにく にんじん　ごぼう　しいたけ

さわにわん えのき　たけのこ　ねぶかねぎ

キャロットパン かぼちゃサラダ パン　マヨネーズ ぎゅうにゅう　ツナ　ベーコン にんじん　かぼちゃ　ブロッコリー

たらこスパゲッティ スパゲッティ　あぶら たらこ　チーズ コーン　たまねぎ　ほうれんそう

しめじ

むぎごはん かいそうサラダ こめ　むぎ　ごま　さとう ぎゅうにゅう　ツナ　わかめ キャベツ　きゅうり　にんじん

マーボーなす ごまあぶら　あぶら ぎゅうにく　ぶたにく　だいず コーン　なす　たまねぎ　にら

みかんゼリー でんぷん みそ しいたけ　みかん

むぎごはん いわししょうがに こめ　むぎ　さとう ぎゅうにゅう　いわし　てんぷら しょうが　きくらげ　にんじん

きくらげのいためもの ごまあぶら　ごま みそ　あぶらあげ コーン　ほうれんそう　かぼちゃ

かぼちゃのみそしる たまねぎ　こまつな

ワンローフパン ツナサラダ パン　はちみつ　マーガリン ぎゅうにゅう　ツナ キャベツ　きゅうり　にんじん

はちみつ＆マーガリン ポークビーンズ あぶら　さとう　じゃがいも だいず　ぶたにく　ベーコン コーン　たまねぎ　セロリ　パセリ

くろざとう きんときまめ にんにく　トマト

むぎごはん とりのからあげ こめ　むぎ　でんぷん ぎゅうにゅう　とりにく しょうが　にんにく　ほうれんそう

ほうれんそうとコーンのソテー あぶら　はるさめ ウインナー コーン　たまねぎ　にんじん　

はるさめスープ にら　きくらげ

クリームライス カラフルサラダ こめ　こむぎこ　バター ぎゅうにゅう　とりにく たまねぎ　にんじん　マッシュルーム

チョコクレープ なまクリーム　あぶら しろいんげんまめ　えび グリンピース　ブロッコリー

オリーブオイル　こめこ だっしふんにゅう　とうにゅう カリフラワー　パプリカ

むぎごはん きびなごカリカリフライ こめ　むぎ　じゃがいも ぎゅうにゅう　きびなご ほうれんそう　にんじん　もやし

ほうれんそうのくるみあえ あぶら　くるみ　さつまいも とりにく　あぶらあげ　みそ たまねぎ　しめじ　こまつな

さつまじる

ゆかりごはん とうふサラダ こめ　むぎ　ごま ぎゅうにゅう　とうふ　とりにく あかしそ　キャベツ　きゅうり

まるてんうどん ごまあぶら　さとう しらすぼし　かつおぶし コーン　たまねぎ　にんじん

うどん かまぼこ　あぶらあげ　まるてん しいたけ　こまつな

コッペパン とりにくのハニーマスタードやき パン　はちみつ　あぶら ぎゅうにゅう　とりにく にんにく　キャベツ　にんじん

コールスローサラダ ピーナッツ　アーモンド ベーコン たまねぎ　コーン　セロリ　パセリ

コンソメスープ　ワールドナッツ カシュウナッツ

※　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。）

☆　おたんじょうびきゅうしょく　☆　とくべつデザートは「チョコクレープ」です。９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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☆　えほんきゅうしょく　☆　えほん「はなちゃんのみそしる」から、「みそしる」がとうじょうです🎶
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