
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

ぎゅうにゅう にんじん　
たけのこ　れんこん
かんぴょう　しいたけ

★こめ　むぎ　さとう
647 795

ぶりのてりやき ぶり さとう

だいこんなます にんじん ★だいこん さとう ごま

ぞうに あぶらあげ にんじん　こまつな ★はくさい もちごめ　でんぷん 22.2 26.5

ぎゅうにゅう ★こめ　むぎ 614 706
きりぼしだいこんとひじきの
オイスターソースいため

ぶたにく　あかみそ ひじき こまつな
きりぼしだいこん　しょうが
にんにく

さとう ごま　ごまあぶら

かきたまじる たまご にんじん　ほうれんそう たまねぎ ふ　でんぷん

やまぐちけんさんなっとう なっとう さとう 22.7 25.6

ぎゅうにゅう こめこパン　 660 785

はるまき とりにく にんじん
たまねぎ　キャベツ　たけのこ
もやし

こむぎこ　でんぷん
はるさめ　さとう

ショートニング　あぶら

カリフラワーのちゅうかあえ カリフラワー　★キャベツ さとう ごま　ごまあぶら

フォー ぶたにく にんじん　こまつな たまねぎ　しいたけ　もやし フォーめん 20.9 25.3

ぎゅうにゅう ★こめ　むぎ 673 795

さばのしおこうじやき さば しおこうじ

じゃがいものきんぴら さつまあげ にんじん　さやいんげん
こんにゃく　じゃがいも
さとう

ごま　ごまあぶら

だいこんのみそしる あぶらあげ　みそ ★ねぎ ★だいこん　もやし 22.6 26.3

とりにく ぎゅうにゅう たかなづけ たまねぎ ★こめ　むぎ あぶら 643 783

だいこんサラダ こまつな ★だいこん さとう　 ごま　ノンエッグマヨネーズ

ポタージュスープ ベーコン　だいず　とうにゅう かぼちゃ　ほうれんそう たまねぎ こむぎこ マーガリン

みかん みかん 19.5 23.6
しろごはん ぎゅうにゅう ★こめ 605 708

はもつみれのおでん さいきょうはもつみれ
なまあげ　うずらたまご

にんじん ★だいこん さといも　こんにゃく　さとう

ゆずこんぶあえ しらすぼし　こんぶ
★キャベツ
きりぼしだいこん
ゆずかじゅう

さとう
21.7 25.5

しろごはん ぎゅうにゅう ★こめ　 701 798

けんさんはものみそカツ はも　みそ パンこ　さとう あぶら　ごま

ゆでキャベツ キャベツ

けんちょう とりにく　とうふ
あぶらあげ　はもてん

にんじん こまつな ★だいこん　しいたけ さとう あぶら
31.4 34.7

ぎゅうにゅう こめこパン 627 766

けんさんだいずのチリコンカン だいず　とりにく にんじん　トマト たまねぎ　グリーンピース さとう

ふゆやさいとたまごのスープ たまご　ベーコン こまつな ★はくさい　★だいこん でんぷん

みかん みかん 27.1 33.1
しろごはん ぎゅうにゅう ★こめ　 644 735

いわしのかぼすレモンに いわし
かぼすかじゅう
レモンかじゅう

でんぷん　さとう

うのはなのいりに
おから　とりにく
あぶらあげ

にんじん たまねぎ こんにゃく　さとう あぶら

はくさいととうふのみそしる とうふ　あぶらあげ　みそ にんじん　こまつな ★はくさい 23.8 26.2

ぎゅうにゅう ★こめ　 673 789

けんさんやさいのビーフカレー ぎゅうにく　とうにゅう
だいず　とりレバー

にんじん
★だいこん　たまねぎ
りんご　★はくさい
にんにく

さとう カレールウ

キャベツとツナのソテー まぐろみずに こまつな ★キャベツ あぶら

㋜ けんさんリンゴゼリー りんご さとう　みずあめ 23.9 28.5

むぎごはん ぎゅうにゅう ★こめ　むぎ 627 742

じゃがいもとこんにゃくのいそに とりにく　なまあげ ひじき にんじん グリーンピース じゃがいも　こんにゃく　さとう あぶら

きりぼしだいこんのベーコンいため ベーコン にんじん　こまつな
きりぼしだいこん
にんにく 21.5 25.3

むぎごはん ぎゅうにゅう ★こめ　むぎ 745 850

まーぼーだいこん ぶたにく　とうふ
とりレバー　あかみそ

にんじん　にら
★だいこん　たまねぎ
にんにく　しょうが

さとう　でんぷん ごまあぶら

ごまずあえ かつおぶし ★キャベツ　もやし さとう ごま

あげギョーザ２こ ぶたにく　とりにく にら
キャベツ　たまねぎ　しろねぎ
しょうが

パンこ　さとう ごまあぶら　あぶら
24.9 28.7

コッペパン ぎゅうにゅう こめこパン 684 839

クリームスパゲティ ベーコン　とうにゅう にんじん たまねぎ　キャベツ スパゲティ　こむぎこ マーガリン

ごぼうのサラダ まぐろみずに こまつな ごぼう ごま　ノンエッグマヨネーズ

ぽんかん ぽんかん 23.3 28.1
むぎごはん ぎゅうにゅう ★こめ　むぎ 738 900

くじらのアングレース くじら たまねぎ　しょうが
でんぷん　さとう　パンこ
じゃがいも

あぶら

かすじる とうふ あぶらあげ　みそ
★だいこん ★はくさい
しめじ

さつまいも　さけかす
25.8 31.9

むぎごはん ぎゅうにゅう ★こめ　むぎ 613 705

ビビンバ ぎゅうにく　とりレバー　たまご にんじん　こまつな
もやし　はくさいキムチ
しょうが

あぶら　ごま　ごまあぶら

はるさめスープ にんじん　★ねぎ キャベツ　たまねぎ　しいたけ はるさめ　 ごまあぶら　ごま

          ㋜ とうにゅういちごパンナコッタ とうにゅう いちごかじゅう さとう　みずあめ　でんぷん あぶら 19.9 23.2
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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

8 金

ちらしずし

14 木

むぎごはん

13 水

コッぺパン

12 火

むぎごはん
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15 金

たかなピラフ

          ㋜

火

20 水

コッぺパン

          ㋜

21 木

22 金

しろごはん

25 月

26 火

・材料の太字は山口県産の食材を使用する予定です。

27 水

28 木

・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。

29 金

○柳井市でとれたおいしい食材を使っています！

あか みどり きいろ

※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

阿月

山口県産の米、大豆、パン、うどんな

どは、JAグループや山口県から補助を

いただいています。

余田

阿月

余田余田

阿月

かみんぐ30デー


