
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)

さつまいもごはん いわしうめに こめ　もちごめ　さつまいも ぎゅうにゅう　いわし　てんぷら きりぼしだいこん　　にんじん

きりぼしだいこんのいりに あぶら　さとう　じょうしんこ とうふ　あぶらあげ　みそ しめじ　えのき　ねぎ　うめ

きのこのみそしる　おつきみだんご でんぷん きなこ

むぎごはん はるさめのあまずあえ こめ　むぎ　みずあめ　さとう ぎゅうにゅう　かなぎ　とりにく もやし　きゅうり　にんじん　はくさい

かなぎつくだに はっぽうさい はるさめ　ごま　ごまあぶら ぶたにく　いか　えび　あさり たけのこ　たまねぎ　きくらげ

あぶら　でんぷん うずらたまご

せっとこピラフ サーモンフライ こめ　パンこ　こむぎこ ぎゅうにゅう　ベーコン たまねぎ　にんじん　グリンピース

ほうれんそうとコーンのソテー マカロニ　あぶら ぶたにく　ウインナー　さけ コーン　ほうれんそう　キャベツ

ミネストローネ トマト　セロリ　パセリ

むぎごはん わふうおろしハンバーグ こめ　むぎ　パンこ　さといも ぎゅうにゅう　ぶたにく　とりにく たまねぎ　だいこん　ねぎ　にんじん

くきわかめのいりに さとう　でんぷん　ごま てんぷら　くきわかめ　あぶらあげ しらたき　いんげん　しめじ

さといものみそしる ごまあぶら　 さとう　みそ ねぶかねぎ

ワンローフパン シーフードサラダ パン　みずあめ　さとう ぎゅうにゅう　とりにく パプリカ　ブロッコリー　カリフラワー

いちじくジャム しろいんげんまめのシチュー じゃがいも　バター　こむぎこ えび　いか　しろいんげんまめ たまねぎ　にんじん　グリンピース

れいとうようなし オリーブオイル　なまクリーム いちじく　ようなし

むぎごはん さんまゆずみそに こめ　むぎ　ふ ぎゅうにゅう　さんま　あぶらあげ こまつな　もやし　にんじん　ゆず

こまつなのにびたし みずあめ　さとう わかめ　かまぼこ　みそ えのき　ねぎ　ブルーベリー

すましじる　ブルーベリーゼリー

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　なっとう　たまご みずな　きゅうり　しらたき

なっとう がめに ごまあぶら　さとう とりにく　こうやどうふ レモン　にんじん　こんにゃく　ごぼう

さといも　あぶら れんこん　たけのこ　しいたけ　いんげん

わかめごはん もやしとぶたにくのいためもの こめ　むぎ　ごま ぎゅうにゅう　ぶたにく　とりにく もやし　にんじん　きくらげ　にら

ぐうどん あぶら　ごまあぶら　うどん かまぼこ　あぶらあげ しょうが　しいたけ　ねぎ

わかめ　

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 キャベツ　きゅうり　にんじん

のりかつおふりかけ いそべに ごまあぶら　じゃがいも しらすぼし　とりにく　ぶたにく こんにゃく　しょうが

あぶら てんぷら　くきわかめ　だいず　

ぶどうねじりパン ブロッコリーとアーモンドのソテー パン　あぶら ぎゅうにゅう　ベーコン　アーモンド ブロッコリー　コーン　たまねぎ

だいがくいも さつまいも　さとう ぎゅうにく　ぶたにく キャベツ　にんじん　セロリ　パセリ

ミートボールスープ みずあめ　ごま　パンこ

むぎごはん さけのゆうあんやき こめ　むぎ　あぶら ぎゅうにゅう　さけ　ぎゅうにく れんこん　こんにゃく　にんじん

れんこんのきんぴら さとう　ごま あぶらあげ　みそ いんげん　かぼちゃ　ねぎ

かぼちゃのみそしる たまねぎ　ゆず

ビーフカレー フルーツヨーグルト こめ　むぎ　じゃがいも ぎゅうにゅう　ぎゅうにく たまねぎ　にんじん　グリンピース

ふくじんづけ あぶら　さとう ヨーグルト にんにく　しょうが　りんご　もも

みかん　パイン　ふくじんづけ

むぎごはん さばしおやき こめ　むぎ　さとう ぎゅうにゅう　さば かぼちゃ　ごぼう　にんじん

かぼちゃのにもの ごま　さといも ぶたにく　あつあげ　みそ こんにゃく　　だいこん

ぶたじる ねぎ

むぎごはん とりにくのカシュウナッツいため こめ　むぎ　こむぎこ ぎゅうにゅう　とりにく にんじん　コーン　グリンピース

ちゅうかスープ でんぷん　あぶら　はるさめ とうふ　チーズ にら　きくらげ

かたぬきチーズ カシュウナッツ　さとう　ごま

こくとうコッペパン とりのてりやき パン　くろざとう　さとう ぎゅうにゅう　とりにく キャベツ　きゅうり　にんじん

ツナサラダ あぶら　バター　 ツナ　しろいんげんまめ たまねぎ　セロリ　コーン

コーンポタージュ なまクリーム　 しょうが

ちゅうかおこわ しゅうまい こめ　もちごめ　ごまあぶら ぎゅうにゅう　ぶたにく しょうが　にんじん　しいたけ

もやしのごまいため さとう　こむぎこ　ごま とりにく　とうにゅう たまねぎ　キャベツ　たけのこ

ワンタンスープ　メープルマフィン こめこ　 てんぷら もやし　チンゲンサイ　ねぶかねぎ

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

チキンパエリア スパニッシュオムレツ こめ　オリーブオイル ぎゅうにゅう　とりにく たまねぎ　パプリカ　にんにく

こふきいも じゃがいも　マカロニ たまご　ベーコン キャベツ　にんじん　セロリ

マカロニスープ パセリ

コッペパン キャロットサラダ パン　スパゲッティ ぎゅうにゅう　ツナ キャベツ　にんじん　　コーン

スパゲッティミートソース ピーナッツ　マヨネーズ ぎゅうにく　ぶたにく　チーズ たまねぎ　マッシュルーム

ハニーピーナッツ あぶら トマト　にんにく　

むぎごはん げんきサラダ こめ　むぎ　あぶら ぎゅうにゅう　ハム　かつおぶし キャベツ　にんじん　きゅうり　コーン

あつあげのそぼろに さとう　みずあめ こんぶ　とりにく　あつあげ レモン　たまねぎ　こんにゃく　たけのこ

りんごゼリー しいたけ　きぬさや　りんご

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 キャベツ　コーン　にんじん

キャベツソテー あぶら　 ウインナー　とうふ　あぶらあげ たまねぎ　えのき

とうふのみそしる みそ ねぎ

※　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。）

３０ 金 ○ 615 23.3

２２ 木

☆　おたんじょうびきゅうしょく　☆　とくべつデザートは「メープルマフィン」です。１０がつうまれのおともだちをおいわいしましょう🎶

23.5630

２９ 木 633 22.7

☆　えほんきゅうしょく　☆　「サラダでげんき」から、げんきサラダのとうじょうです🎶
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