
2022.2　本渡学校給食センター

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

ちゅうかうまに 牛乳 ぶたにく かまぼこ ツナ こめ 麦 さとう ごまあぶら たまねぎ にんじん たけのこ

こーんしゅーまい うずら卵 すりみ とうふ 片栗粉 パン粉 小麦粉 はくさい きくらげ もやし コーン

もやしのちゅうかあえ きゅうり しょうが にんにく

こーんしちゅー 牛乳 とりにく ひのくにパン じゃがいも 米粉 にんじん たまねぎ コーン

なげっと バター 小麦粉 でん粉 さとう きゅうり えだまめ にんにく

わふうどれっしんぐさらだ ごま パン粉 コーングリッツ キャベツ

だいずのいそに いわし 牛乳 とりにく 厚あげ こめ 麦 みずあめ さとう じゃがいも しょうが  にんじん 

いわしのかりかりふらい 大豆 ちぎりあげ ツナ でんぷん あぶら ごま いんげん 

つなまよ・あじつけのり ひじき　のり こんにゃく ノンエッグマヨネーズ

はんぺんじる 牛乳 はんぺん とうふ ハム こめ 麦 はるさめ さとう たまねぎ にんじん はくさい

れんこんとひきにくのてりやき わかめ とりにく ごまあぶら パン粉 でん粉 ねぎ しいたけ きゅうり

はるさめさらだ （かつおだし・こんぶだし） ごま もやし れんこん

わんたんすーぷ 牛乳 かまぼこ ちりめん こめ 麦 ワンタン ごまあぶら たまねぎ にんじん キャベツ

だんしゃくころっけ たまご スキムミルク じゃがいも あぶら ごま ねぎ きくらげ きゅうり わかめ

ごまじゃこさらだ ぎゅうにく さとう パン粉 小麦粉 でん粉

ごもくじる 牛乳 とりにく 厚あげ こめ 麦 こんにゃく じゃがいも ごぼう にんじん しいたけ ねぎ

さばごまみそに さば みそ さとう ごま 米粉 ほうれん草 もやし

ほうれんそうのあえもの （にぼしだし）

ぽーくびーんず 牛乳 ぶたにく 大豆 丸パン パン粉 じゃがいも たまねぎ にんじん キャベツ

ちきんてりやきぱてぃ とりにく たまご さとう 水あめ きゅうり コーン にんにく

きゃべつさらだ えだまめ りんご レモン

はくさいとさといものみそしる 牛乳 とうふ あげ にぼし こめ 麦 さといも あぶら ごま はくさい にんじん えのきたけ

あまくささんたいふらい たい てんぷら みそ 大豆粉 こんにゃく さとう ごまあぶら ねぎ ごぼう えだまめ

ごぼうのきんぴら （にぼしだし） パン粉 でんぷん 小麦粉

まーぼーとうふ 牛乳 とうふ ぶたにく ツナ こめ 麦 さとう でんぷん ごま たまねぎ にんじん ねぎ もやし

ぎょうざ 大豆 みそ ごまあぶら 小麦粉 たけのこ にんにく しょうが はくさい

なむる しいたけ ほうれんそう きゃべつ

もずくのすましじる 牛乳 とうふ ちくわ こめ 麦 小麦粉 たまねぎ にんじん ねぎ

ぶりのかばやき ぶり もずく でんぷん あぶら さとう きゅうり なたまめ しそ れんこん

かわりあえ （かつおだし・こんぶだし） ごま キャベツ しょうが だいこん なす 

ひらめんすーぷ 牛乳 ぶたにく たまご ベーコン ミルクパン 平めんビーフン たまねぎ にんじん しいたけ

べいくどえっぐ ハム ごまあぶら あぶら でんぷん ねぎ キャベツ きゅうり

さらたまさらだ じゃがいも さとう サラダ玉ねぎ ピーマン ほうれんそう

あまくさだいおうのとりじゃが 牛乳 とりにく ちぎりあげ さば こめ 麦 じゃがいも こんにゃく たまねぎ にんじん 

しおさば ツナ ひじき たまご さとう ごま あぶら キャベツ きゅうり しょうが

ひじきのあえもの えだまめ

みそだごじる 牛乳 とりにく あげ ちくわ あおさ こめ ぷちまる麦  あぶら にんじん だいこん ねぎ ごぼう

ほきてんたまあげ ちりめん ホキ 天ぷら みそ かつおぶし ごま さとう こむぎこ　でんぷん しいたけ たかな わかめ

たかなのあぶらいため・みかんぜりー くきわかめ（にぼしだし） 天玉 みかん

のっぺいじる 牛乳 厚あげ ちくわ こめ 麦 さといも こんにゃく にんじん ごぼう ねぎ しょうが

やさいのみんちかつ とりにく ぶたにく 片栗粉 あぶら さとう ごま しいたけ たまねぎ キャベツ

ごまあえ （かつおだし・こんぶだし） パン粉 米粉 きゅうり えだまめ コーン

らびおりすーぷ 牛乳 たまご とりにく ちくわ 黒糖パン あぶら でんぷん たまねぎ トマト にんじん

とまとおむれつ ベーコン ぶたにく 小麦粉 ノンエッグマヨネーズ はくさい キャベツ もやし

ごまねーずあえ・ぽんかん ごま パン粉 さとう ぽんかん えだまめ にんにく

ちくぜんに 牛乳 とりにく ちぎりあげ こめ 麦 さといも こんにゃく にんじん れんこん ごぼう

ふんわりとうふばーぐ こうやどうふ ちりめん さとう ごまあぶら ごま いんげん キャベツ きゅうり

じゃこあえ とうふ　すりみ やまいも でんぷん あぶら たまねぎ ねぎ

ぽーくかれー 牛乳 ぶたにく スキムミルク こめ 麦 じゃがいも あぶら たまねぎ にんじん トマト

とんかつ わかめ こんぶ ふのり とさかのり でんぷん パン粉 青じそ キャベツ きゅうり

かいそうさらだ まふのり カレールー しょうが  にんにく えだまめ

あおさじる 牛乳 とうふ かまぼこ あおさ こめ 麦 ごま さとう でんぷん たまねぎ にんじん ねぎ

いわししょうがに いわし とりにく たまご えのきたけ ごぼう しょうが

ごぼうのあえもの （かつおだし・こんぶだし） きゅうり

ひ よう 主食 牛乳 おかず

おもなざいりょう

1 か ごはん

2 すい ひのくにぱん

3 もく ごはん

4 きん ごはん

7 げつ ごはん

8 か ごはん

9 すい まるぱん（かっと）

10 もく ごはん

14 げつ ごはん

15 か ごはん

16 すい みるくぱん

17 もく ごはん

18 きん ぷちまるごはん

21 げつ ごはん

22 か こくとうぱん

24 もく ごはん

25 きん ごはん

28 げつ ごはん

２がつ がっこうきゅうしょくこんだてよていひょう 

天草宝島デー「ぽんかん」 

天草宝島お魚給食の日 

天草宝島デー「サラダ玉ねぎ」 

節分給食 

天草産真鯛の日 

天草大王の日 

ふるさとくまさんでー 

阿蘇の味 


