
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)

ハヤシライス ポテトサラダ 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　マッシュルーム

ミルメーク さとう　じゃがいも きんときまめ　ハム グリンピース　にんにく　きゅうり

マヨネーズ コーン

むぎごはん たまごやき こめ　むぎ　さとう ぎゅうにゅう　たまご　ツナ きゅうり　たまねぎ　ごぼう

やきのり ツナマヨ さといも　マヨネーズ のり　ぶたにく　とうふ にんじん　こんにゃく　はくさい

ぶたじる　せつぶんまめ でんぷん みそ　だいず　あおさ だいこん　ねぎ

ぶどうパン とりにくのマーマレードやき パン　あぶら　 ぎゅうにゅう　ハム　とりにく レーズン　レモン　ほうれんそう

ほうれんそうとコーンのソテー マーマレード　マカロニ ベーコン キャベツ　コーン　にんじん　セロリ　

マカロニスープ じゃがいも パセリ

むぎごはん きびなごカリカリフライ こめ　むぎ　さつまいも ぎゅうにゅう　きびなご にんじん　ごぼう　しいたけ　ねぎ

おからのいりに あぶら　さとう　 とりにく　おから　あぶらあげ たまねぎ　しめじ

さつまじる みそ

むぎごはん もやしのごまいため こめ　むぎ　ごま　さとう ぎゅうにゅう　かつおぶし　 しそ　もやし　　キャベツ　にんじん　

おちゃふりかけ あつあげのそぼろに ごまあぶら　あぶら ウインナー　とりにく　だいず たまねぎ　たけのこ　しいたけ

ぶどうゼリー あつあげ きぬさや　ぶどう

ちゅうかおこわ あげぎょうざ こめ　もちごめ ぎゅうにゅう　とりにく にんじん　たけのこ　しいたけ　ニラ

ごもくいため ごまあぶら　さとう ぶたにく　てんぷら キャベツ　たまねぎ　しょうが　ごぼう

ワンタンスープ こむぎこ　ごま　ワンタン しらたき　いんげん　もやし　ねぎ

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　もやし　キャベツ

やさいいため ごま　ごまあぶら ぶたにく　だいず　あぶらあげ にんじん　コーン　たまねぎ

ごじる じゃがいも みそ ねぎ

こくとうコッペパン ツナサラダ パン　こくとう　あぶら　 ぎゅうにゅう　ツナ　ベーコン キャベツ　きゅうり

たらこスパゲッティ スパゲッティ　さとう たらこ　チーズ　とうにゅう にんじん　コーン　たまねぎ

ガトーショコラ こめこ ほうれんそう　しめじ

わかめごはん とうふサラダ こめ　むぎ　ごま ぎゅうにゅう　わかめ　かまぼこ キャベツ　きゅうり　コーン

ぐうどん ごまあぶら　さとう とうふ　しらすぼし　かつおぶし しいたけ　にんじん　ねぎ

ハニーピーナッツ うどん　ピーナッツ とりにく　あぶらあげ　

むぎごはん さんまゆずみそに こめ　むぎ　さとう ぎゅうにゅう　さんま　みそ ゆず　れんこん　こんにゃく

れんこんのごまいため あぶら　ごま　 ぶたにく　もずく　かまぼこ　 にんじん　いんげん　えのき

もずくじる　 たまねぎ　ねぎ

こめこパン かいそうサラダ パン　こめこ　ごま　あぶら ぎゅうにゅう　ツナ　だいず キャベツ　きゅうり　にんじん

チリコンカン ごまあぶら　さとう わかめ　ぎゅうにく　ぶたにく コーン　　たまねぎ　トマト

きんときまめ　 にんにく　

むぎごはん ひらつくね こめ　むぎ　さとう　ごまあぶら ぎゅうにゅう　　 しいたけ　にんじん　もやし　

こまつなとわかめのあまずあえ はつがげんまい　さといも とりにく　わかめ　とうふ こまつな　コーン　だいこん

けんちんじる パンこ　でんぷん こんにゃく　ねぎ

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

ひじきぱっぱ はっぽうさい ごまあぶら　あぶら ぶたにく　いか　えび　あさり　 にんじん　コーン　はくさい　たまねぎ

ヨーグルト でんぷん うずらたまご　ヨーグルト たけのこ　きくらげ

むぎごはん げんきサラダ こめ　むぎ　あぶら 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 にくじゃが さとう　じゃがいも ハム　かつおぶし　こんぶ コーン　レモン　たまねぎ　しらたき

いっしょくチーズ ぎゅうにく　チーズ

コッペパン ハンバーグきのこソース パン　さとう　でんぷん ぎゅうにゅう　ぶたにく たまねぎ　しめじ　ねぎ　ブロッコリー

ブロッコリーのソテー じゃがいも　あぶら　バター とりにく　ウインナー　さけ　 コーン　にんじん　パセリ

サーモンチャウダー こむぎこ　なまクリーム ベーコン　しろいんげんまめ　

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　こまつな

こまつなソテー あぶら ベーコン　たまご　とうふ コーン　にんじん　しいたけ　

かきたまじる えのき　ねぎ

むぎごはん いわしみりんぼし こめ　むぎ　さとう ぎゅうにゅう　いわし 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 くるみ　れんにゅう　みずあめ とうふ　あぶらあげ みそ たまねぎ　エノキ　ねぎ

とうふのみそしる　ムース

※　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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☆　えほんきゅうしょく　☆　えほん「いろいろじゃがいも」から、「にくじゃが」がとうじょうです🎶
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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「ガトーショコラ」です。２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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