
あか きいろ みどり
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

ぞうに 牛乳 とりにく 油あげ かまぼこ 米 麦 白玉もち 油　小麦粉 にんじん だいこん ごぼう ねぎ

ししゃもふらい ししゃも　 パン粉 しいたけ きくらげ キャベツ

しそきくらげあえ （かつおだし・昆布だし） きゅうり 

ぶたじる 牛乳 ぶたにく 厚揚げ　みそ 米 麦 さといも ごま にんじん ごぼう たまねぎ 

ごもくあつやきたまご 卵 ツナ ノンエッグマヨネーズ はくさい コーン　ねぎ

ごまねーずあえ （にぼしだし） しょうが

ちゃんこなべ 牛乳  とりにく ぶたにく 豆腐 米 麦 油 さとう　ごま油 にんじん はくさい 水菜

だいずとごぼうのみんちかつ ちくわ のり かつお節　ツナ 大豆 小麦粉 パン粉 もやし えのきたけ きゅうり

かつのりさらだ （かつおだし・昆布だし） キャベツ ごぼう

のっぺいじる 牛乳 とりにく 厚揚げ ちくわ 米 麦 さといも こんにゃく にんじん ごぼう しいたけ ねぎ

とりたれやきだんご 卵 小麦粉　片栗粉　ごま　 れんこん きゅうり

れんこんのあえもの （にぼしだし）

こんそめすーぷ 牛乳 ベーコン 真鯛 米粉パン マカロニ じゃがいも にんじん たまねぎ キャベツ

あまくさまだいの.ばじるおりーぶやき オリーブオイル アーモンド しめじ きゅうり かぼちゃ

ぱんぷきんさらだ ノンエッグマヨネーズ　油 にんにく　バジル

かきたまじる 牛乳 卵 とりにく 豆腐 米 黒米 片栗粉 さとう　 にんじん たまねぎ えのきたけ

さばゆずみそに ちくわ さば　みそ　大豆 ねぎ だいこん きゅうり

さいかなます （かつおだし・昆布だし） 黄桃 みかん　ゆず

はるさめすーぷ 牛乳 とりにく ぶたにく コッペパン さとう 油 卵 きくらげ にんじん たまねぎ

わかどりのぴかた かまぼこ ツナ はるさめ ごま油 小麦粉 キャベツ もやし 枝豆

えだまめさらだ コーン きゅうり

まーぼーあつあげ 牛乳 厚あげ ぶたにく みそ 米 麦 さとう ごま油 たまねぎ にんじん たけのこ

れんこんはさみあげ 昆布 片栗粉 油 ごま 小麦粉 パン粉 しいたけ ねぎ はくさい れんこん

はくさいのこんぶあえ きゅうり しょうが にんにく

ぽーくかれー 牛乳 ぶたにく とりにく 米 麦 じゃがいも 小麦粉 たまねぎ にんじん 枝豆 りんご

ちきんなげっと スキムミルク 大豆 ごま きゅうり だいこん なたまめ なす

かわりあえ れんこん キャベツ にんにく しょうが

あおさじる 牛乳 豆腐 ちくわ ぶり 米 麦 油 ごま 小麦粉 たまねぎ にんじん ねぎ

ぶりふらい 削り節 あおさ パン粉 えのきたけ もやし

しもんどれっしんぐあえ （かつおだし・昆布だし） きゅうり りんご

とまとしちゅー 牛乳 とりにく 卵 きな粉 黒糖パン さとう じゃがいも たまねぎ にんじん しめじ

おむれつ 米粉 アーモンド 油 グリンピース トマト

あーもんどさらだ ほうれん草 コーン にんにく

ちげふうすーぷ 牛乳 ぶたにく とりにく 豆腐 米 麦 ごま油 小麦粉 油 たまねぎ にんじん 白菜キムチ

ちぢみ みそ 卵 さとう ごま だいこん にら にんにく

なむる もやし ほうれん草 しょうが

えいようすいとん 牛乳 とりにく 油あげ ちくわ 米 麦 すいとん 油 小麦粉 にんじん だいこん ごぼう ねぎ

くじらめんちかつ 卵　鯨肉　豆腐 ごま さとう パン粉 しいたけ きゅうり キャベツ

ごまずあえ （にぼしだし） たまねぎ

すましじる 牛乳 わかめ かまぼこ 豆腐 米 麦 ごま たまねぎ にんじん えのきたけ

いわしおかかに いわし かつお節 ひじき ノンエッグマヨネーズ きゅうり キャベツ ねぎ

ひじきのあえもの （かつおだし・昆布だし）

31 げつ ごはん

　　　　　　　　　※献立は都合により変更することがあります。ご了承ください。

27 もく ごはん

28 きん ごはん

25 か ごはん

26 すい あげぱん

21 きん ごはん

24 げつ ごはん

19 すい こだいまいごはん

20 もく ここあぱん

17 げつ ごはん

18 か こめこぱん

14 きん ごはん

12 すい ごはん

13 もく ごはん

           1がつ がっこうきゅうしょくこんだてよていひょう
　　　　202２．1　本渡学校給食センター

ひ よう しゅしょく
ぎゅう
にゅう おかず

おもなざいりょう

全
国
学
校
給
食
週
間
 

天草宝島お魚給食の日 

給食週間中は昔の給食メニューや地元の食材などテーマに沿った献立を実施します。 

詳しくは給食だより1月号をお読みください！ 

天草宝島デー「白菜」 

ふるさとくまさんデー：山鹿の味 

天草宝島デー「ぶり」 


