
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 いわすかぼすレモンに こめ　むぎ　じゃがいも ぎゅうにゅう　いわし　のり ほうれんそう　もやし　にんじん

ほうれんそうのいそかあえ あぶら　ごまあぶら　 とりにく　こうやどうふ たまねぎ　たけのこ　しいたけ

こうやどうふのにもの さとう きぬさや　レモン　かぼす

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

いちごヨーグルト きんときまめ　ヨーグルト にんにく　トマト　いちご

きのこごはん さけのしおやき こめ　むぎ　さとう ぎゅうにゅう　とりにく　さけ しめじ　えのき　しいたけ　にんじん

はくさいのこんぶあえ ごま　さつまいも こんぶ　あぶらあげ　みそ こんにゃく　はくさい　もやし

さつまじる たまねぎ　ねぎ

むぎごはん ハンバーグケチャップソース こめ　むぎ　あぶら ぎゅうにゅう　ぶたにく　 ほうれんそう　コーン

ほうれんそうとコーンのソテー さとう はるさめ とりにく　ハム たまねぎ　にんじん　にら

はるさめスープ きくらげ

むぎごはん くきわかめのサラダ こめ　むぎ　さとう ぎゅうにゅう　なっとう もやし　にんじん　キャベツ

なっとう にくどうふ あぶら ハム　くきわかめ　 こまつな　コーン　たまねぎ

ぎゅうにく　やきどうふ しらたき　はくさい　ねぶかねぎ

むぎごはん きびなごカリカリフライ こめ　むぎ　こむぎこ ぎゅうにゅう　きびなご だいこん　にんじん　こまつな

だいこんとはるさめのピリからいため あぶら　はるさめ　さとう ぶたにく　みそ にんにく　しょうが　

さといものみそしる ごまあぶら　さといも しめじ　ねぶかねぎ

ワンローフパン グリーンサラダ パン　アーモンド ぎゅうにゅう　ハム きゃべつ　にんじん　コーン　

ブルーベリージャム きのことベーコンのとうにゅうパスタ スパゲッティ　さとう ベーコン　ひじき　とうにゅう たまねぎ　こまつな　にんにく

レモンムース オリーブオイル しめじ　エノキ　ブルーベリー　レモン

ツナサラダ こめ　むぎ　じゃがいも ぎゅうにゅう　ぶたにく たまねぎ　にんじん　にんにく　しょうが

ミルメーク あぶら　さとう ぎゅうにく　レンズまめ　 りんご　ふくじんづけ　キャベツ

ふくじんづけ だいず　きんときまめ　ツナ きゅうり　コーン

むぎごはん さばのこうみやき こめ　むぎ　さとう ぎゅうにゅう　さば　こめみそ にんにく　しょうが　みずな　きゅうり

こんにゃくサラダ ピーナッツ　ごまあぶら ハム　たまご　とりにく しらたき　だいこん　にんじん　ごぼう

みぞれじる でんぷん こんにゃく　なめこ　ねぎ　レモン

むぎごはん ごもくいため こめ　むぎ　ごま ぎゅうにゅう　てんぷら れんこん　にんじん　しらたき

ジャージャンどうふ ごまあぶら　さとう ぶたにく　あつあげ いんげん　たけのこ　ピーマン

あぶら　でんぷん しめじ　ねぶかねぎ　しいたけ

むぎごはん しろみざかなのみそマヨやき こめ　むぎ　マヨネーズ ぎゅうにゅう　たら　こめみそ れんこん　にんじん　

ひじきとれんこんのごまずあえ さとう　ごま ひじき　あぶらあげ　ぶたにく えだまめ　だいこん　ごぼう　

かすじる とうふ　みそ こんにゃく　しいたけ　ねぎ

パインパン カレーオムレツ パン　さとう　あぶら ぎゅうにゅう　ひよこまめ パイン　たまねぎ　にんじん

キャベツソテー じゃがいも たまご　とりにく　ベーコン　 キャベツ　コーン　ブロッコリー

ポトフ　ようなしゼリー ウインナー セロリ　ようなし

むぎごはん とりてん こめ　むぎ　でんぷん ぎゅうにゅう　とりにく にんにく　しょうが　ごぼう

きんぴらごぼう あぶら　ごま　さとう あぶらあげ こんにゃく　にんじん　いんげん

だごじる こむぎこ みそ はくさい　ねぎ

むぎごはん きんときまめのあまに こめ　むぎ　ごま ぎゅうにゅう　しらすぼし　こんぶ はくさい　にんじん　たまねぎ

てづくりふりかけ あつあげのあんがらめ さとう　あぶら　でんぷん かつおぶし　あつあげ　ぶたにく しいたけ　こんにゃく　チンゲンサイ

ごまあぶら きんときまめ　うずらたまご しょうが　にんにく

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　 かぼちゃ　たまねぎ　にんじん

かぼちゃのそぼろに あぶら　ごま とりにく　ぶたにく ねぎ

ごじる じゃがいも あぶらあげ　だいず　みそ

わかめごはん ごもくきんぴら こめ　むぎ　うどん ぎゅうにゅう　わかめ こんにゃく　ごぼう　えだまめ

きつねうどん さとう　ごまあぶら ぶたにく　とりにく　ひじき たまねぎ　にんじん　しいたけ

かまぼこ　あぶらあげ

ミルクロールパン とりのてりやき パン　あぶら　さとう ぎゅうにゅう　とりにく しょうが　ブロッコリー　コーン

ブロッコリーのサラダ こむぎこ　じゃがいも ハム　しろいんげんまめ　あさり にんじん　たまねぎ　チンゲンサイ

クラムチャウダー　セレクトデザート ベーコン　たまご　チーズ　 もも　パイン　みかん　さくらんぼ

※　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「レモンムース」です。１２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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