
たんぱくしつ むきしつ カロテン ビタミンＣ たんすいかぶつ ししつ 小 中

こんにゃくごはん あぶらあげ　だいず ぎゅうにゅう にんじん しいたけ
★こめ　むぎ　さとう　こ

んにゃく
あぶら

681 847

いわしのアングレース いわし さとう　パンこ あぶら

かすじる さけ　あぶらあげ　みそ にんじん　★ねぎ ★だいこん　はくさい さつまいも　さけかす

せつぶんまめ だいず
さとう　パンこ　こめこ

こむぎこ　でんぷん

こくとう

あぶら
27.5 32.5

ゆかりごはん おにぎらずを作って食べよう！ ぎゅうにゅう あかしそ ★こめ　むぎ　さとう 666 780

あつやきたまご　おおばんのり たまご のり でんぷん　さとう あぶら

こおりどうふのにもの
とりにく　こおりどうふ

ちくわ　だいず
にんじん　さやいんげん たまねぎ じゃがいも　さとう 29.1 32.7

むぎごはん ぎゅうにゅう ★こめ　むぎ 597 710

とうふのちゅうかに
ぶたにく　とうふ

かまぼこ
にんじん

たまねぎ　はくさい

しいたけ　しょうが
でんぷん　さとう ごまあぶら

たけのことチンゲンサイのソテー ひらてん ちんげんさい たけのこ ごまあぶら

りんご りんご 24.5 28.6

コッぺパン ぎゅうにゅう こめこパン 776 857

さといものコロッケ とりにく　 たまねぎ
さといも　さとう

パンこ　でんぷん
あぶら

うのはなとたまごのソテー おから　とりにく　たまご にんじん　さやいんげん たまねぎ　ごぼう さとう あぶら

ひよこまめのスープ ベーコン　ひよこまめ にんじん　こまつな キャベツ　とうもろこし はるさめ 30.5 33.7

むぎごはん ぎゅうにゅう ★こめ　むぎ 629 773

すきやき ぎゅうにく　とうふ にんじん
たまねぎ　ごぼう　はくさい

しろねぎ
こんにゃく　ふ　さとう

こうはくなます にんじん ★だいこん　 さとう ごま 23.7 27.7

ぎゅうにゅう ★こめ　むぎ 624 782

ふゆやさいのカレー ぎゅうにく　ひよこまめ　とうにゅう にんじん
たまねぎ　★だいこん

はくさい　りんご　にんにく
じゃがいも　 カレールウ

          ㋜ ブロッコリーとまめのサラダ
ツナみずに　だいず

だいふくまめ

きんときまめ

ブロッコリー さとう アーモンド　ごまあぶら

21.7 25.9

ぎゅうにゅう ★こめ　むぎ 660 837

ミートボールのあまずあん ミートボール　ぎゅうにく にんじん
たまねぎ　たけのこ

しいたけ　えだまめ

じゃがいも　さとう

でんぷん

れんこんサラダ チーズ ブロッコリー ★れんこん さとう ごま　マヨネーズ 21.4 27.0

ぎゅうにゅう こめこパン 784 895

オムレツ たまご さとう　でんぷん あぶら

ポテトのチーズソテー ベーコン チーズ はなっこリー ★じゃがいも　 マーガリン

コーンポタージュスープ とりにく　だいず　とうにゅう にんじん　パセリ たまねぎ　とうもろこし こむぎこ マーガリン

          ㋜ ぽんかん ぽんかん 32.8 37.0

ぎゅうにゅう ★こめ　むぎ 673 788

さけのマヨネーズやき さけ　とうにゅう チーズ パセリ たまねぎ　 マヨネーズ

ぶたじる ぶたにく　なまあげ　みそ にんじん　　★ねぎ
ごぼう　★だいこん

はくさい
さといも　こんにゃく

28.9 31.3

むぎごはん ぎゅうにゅう ★こめ　むぎ 630 783

トンひじき ぶたにく　　みそ ひじき にんじん しろねぎ　しょうが　にんにく さとう ごま

にごみ
とりにく　あぶらあげ

ひらてん
こぶ にんじん　さやいんげん

ごぼう　れんこん

しいたけ　★だいこん

さといも　こんにゃく

さとう
あぶら

オレンジ オレンジ 24.1 29.4

ぎゅうにく　あぶらあげ ぎゅうにゅう にんじん ごぼう　グリーンピース
★こめ　むぎ

こんにゃく　さとう 667 809

さといものそぼろに とりにく　なまあげ にんじん　さやいんげん たまねぎ
さといも　こんにゃく

さとう　でんぷん

きりぼしだいこんのあまずあえ にんじん きりぼしだいこん さとう ごま 24.4 28.7

むぎごはん ぎゅうにゅう ★こめ　むぎ 673 910

さばのみそに さば　みそ でんぷん　さとう

けんちょう
とりにく　とうふ

ひらてん
こぶ にんじん ★だいこん

さといも　こんにゃく

さとう
あぶら

けんさんうんしゅうみかんゼリー みかん さとう 25.6 30.9

コッペパン ぎゅうにゅう こめこパン 599 664

タンドリーチキン とりにく トマト
りんご　レモンじる

たまねぎ　にんにく

しょうが

みずあめ　でんぷん あぶら

はなっこりーとナッツのサラダ ツナみずに はなっこリー　にんじん キャベツ さとう アーモンド　ごまあぶら

はくさいのスープ ベーコン にんじん　こまつな しめじ　はくさい　 29.5 32.5

むぎごはん ぎゅうにゅう ★こめ　むぎ 686 859

チキンチキンれんこん とりにく ★れんこん でんぷん　さとう あぶら

じゃがいもとこんにゃくのいそに ぶたにく　なまあげ ひじき にんじん　さやいんげん
じゃがいも

こんにゃく　さとう
あぶら

でこぽん でこぽん 26.0 31.5

むぎごはん ぎゅうにゅう ★こめ　むぎ 588 728

まあぼうだいこん
ぶたにく　とうふ

あかみそ
にんじん　にら　

たまねぎ　★だいこん

にんにく　しょうが
さとう　でんぷん ごまあぶら

キャベツとアーモンドのソテー こまつな キャベツ　もやし アーモンド　ごまあぶら 22.3 26.3

むぎごはん ぎゅうにゅう ★こめ　むぎ 623 766

にこみおでん
とりにく　ひらてん

うずらたまご
こぶ にんじん ★だいこん

さといも　こんにゃく

さとう

レモンあえ しらすぼし にんじん キャベツ　レモンじる さとう

ミックスナッツ ひよこまめ　

アーモンド

らっかせい

カシューナッツ

あぶら 23.2 27.7

ピラフ ウィンナー ぎゅうにゅう にんじん
とうもろこし　たまねぎ

マッシュルーム
★こめ　むぎ マーガリン

634 747

はくさいのクリームに とりにく　とうにゅう にんじん　ブロッコリー はくさい　たまねぎ こむぎこ マーガリン

          ㋜ きりぼしだいこんとベーコンのソテー ベーコン にんじん　こまつな
きりぼしだいこん　にんに

く 21.8 24.9

コッペパン ぎゅうにゅう こめこパン 792 961

けんさんハンバーグ
とりにく　ぶたにく

ぎゅうにく
たまねぎ パンこ　こむぎこ

かぼちゃのサラダ
だいず　だいふくまめ

きんときまめ
かぼちゃ マヨネーズ

スパゲティイタリアン ぶたにく こなチーズ にんじん
たまねぎ　キャベツ

グリーンピース　にんにく
スパゲティ

29.5 35.8

むぎごはん ぎゅうにゅう ★こめ　むぎ 763 927

なまあげとひじきのいために
とりにく　ひらてん

なまあげ
ひじき にんじん　さやいんげん こんにゃく　さとう あぶら

だいこんのみそしる あぶらあげ　みそ わかめ にんじん　★ねぎ ★だいこん　えのきたけ

けんさんなっとう なっとう 33.5 39.0
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日曜 こ　ん　だ　て
    　　お も な ざ い り ょ う

おもにからだをつくる おもにからだの調子
ちょうし

をととのえる おもにエネルギーのもとになる

1 金

4 月

5 火

6 水

13 水

コッペパン

7 木

8 金

むぎごはん

12 火

むぎごはん

14 木

むぎごはん

15 金

18 月

ぎゅうめし

19 火

20 水

21 木

22 金

25 月

26 火

27 水

28 木

○柳井市でとれたおいしい食材を使っています！

・材料の太字は山口県産の食材を使用する予定です。

・太字の材料の前に「★」のついているものは柳井市産です。

・米は柳井市産の「きぬむすめ」を使用しています。

・山口県産とうふの大豆は「サチユタカ」を使用します。

あか みどり きいろ

カミング30

※材料の都合により、献立を変更することがあります。
ぶちおいしい！

今月のやないの野菜

余田
余田 余田


