
エネルギー

ちやにくやほねになる ねつやちからになる からだのちょうしをととのえる そのた たんぱくしつ

さかなのマヨネーズやき ぎゅうにゅう ホキ とりにく こめ ノンエッグマヨネーズ さとう きゅうり にんじん キャベツ 592

ごまずあえ チーズ あつあげ ごま こんにゃく りょくとうもやし にぼし 25.1

かしわじる ごぼう しいたけ だいこん ねぎ

いわしかんろに ぎゅうにゅう いわし こめ ごま さとう ごまあぶら きゅうり キャベツ もやし ねぎ 611

ごしきあえ とりにく ちくわ たまご とうふ コーン にんじん たまねぎ にぼし 26.4

かきたまじる わかめ

チリコンカン ぎゅうにゅう だいず ぎゅうにく コッペパン さとう あぶら たまねぎ にんじん ピーマン 617

コーンチャウダー ぶたにく ベーコン じゃがいも トマト セロリ コーン パセリ 25.2

てりやきチキン ぎゅうにゅう とりにく こめ むぎ ズッキーニ キャベツ にんじん 652

ズッキーニのツナサラダ ツナ ベーコン ノンエッグマヨネーズ じゃがいも たまねぎ しいたけ 26.1

やさいのスープに マカロニ

★七夕セレクト★ チキンカツorさけフライ ぎゅうにゅう チーズ ぶたにく ミルクパン あぶら さとう ごまあぶら にんじん きゅうり キャベツ 668

チーズサラダ （とりにくorさけ） ひらめんビーフン たなばたゼリー コーン たまねぎ オクラ ねぎ 30.9

ひらめんスープ･たなばたゼリー しいたけ

とりとレバーのこうみあえ ぎゅうにゅう とりにく たまご あげ こめ あぶら さとう でんぷん しょうが にら たまねぎ ゆかり 678

ゆかりあえ とりレバー ちくわ はくりきこ にんじん にんにく キャベツ にぼし 33.6

しらたまだんごじる ごまあぶら しらたまだんご きゅうり ねぎ ごぼう しいたけ

さかなのもみじやき ぎゅうにゅう ホキ こめ ノンエッグマヨネーズ さとう にんじん キャベツ きゅうり 605

コーンサラダ チーズ とりにく あつあげ あぶら さといも こんにゃく コーン ごぼう しいたけ ねぎ 24.8

のっぺいじる ちくわ でんぷん

ポークビーンズ ぎゅうにゅう きなこ ぶたにく コッペパン さとう あぶら たまねぎ にんじん グリンピース 645

ヨーグルトあえ だいず ヨーグルト じゃがいも パインアップル もも みかん 25.6

ナゲット① ぎゅうにゅう ぶたにく えだまめ こめ じゃがいも あぶら さとう たまねぎ かぼちゃ なす トマト 703

かいそうサラダ とりにく ツナ ごまあぶら にんじん にんにく しょうが 25.1

りんご かいそう わかめ もやし きゅうり

★沖縄の味★ ゴーヤチャンプルー ぎゅうにゅう ぶたにく ハム たまご こめ むぎ あぶら にがうり にんじん たまねぎ 640

もずくのすましじる 　とうふ ちくわ ごまあぶら さとう じゃがいも もずく ねぎ みかん かつおぶし
こんぶ 23.2

れいとうみかん

★天草の味★ きびなごカリカリフライ③ たこ あげ えだまめ とうふ こめ さとう ごま あぶら にんじん ごぼう きゅうり なす 585

ごもくたこめし やさいのあまずあえ 　ぎゅうにゅう きびなご じゃがいも キャベツ しいたけ ねぎ にぼし 25.8

なすのみそしる 　

★長崎の味★ さらうどん ぎゅうにゅう ぶたにく ちくわ しょくパン やきチャーめん さとう きくらげ にんじん たまねぎ 647

ひじきシュウマイ ひじきシュウマイ でんぷん ノンエッグマヨネーズ キャベツ ねぎ きゅうり 25.6

たまねぎサラダ ノンドリップツナ たけのこ

とりのこうみやき ぎゅうにゅう とりにく あつあげ こめ さとう ごま きゅうり にんじん キャベツ 612

もやしのあえもの さといも こんにゃく りょくとうもやし にぼし 28.5

つぼんじる しいたけ ねぎ

ざいりょう

ひ よう しゅしょく
ぎゅう
にゅう

おかず

1 きん しろごはん

4 げつ しろごはん

5 か せわりコッペパン

6 すい

7 もく

8 きん そぼろごはん

11 げつ しろごはん

12 か きなこあげパン

14 もく
むぎごはん

20 すい しろごはん

むぎごはん

ミルクパン

15 きん

19 か
しょくパン

13 すい なつやさいカレー
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