
きいろ あか みどり
エネルギー たんぱく

ねつやちからになる ちやにくやほねになる からだのちょうしをととのえる
(kcal) しつ(ｇ)

コンソメスープ　 ひのくにパン さとう ぎゅうにゅう にんじん たまねぎ

ハニーしょうゆチキン じゃがいも とりにく えのきたけ しめじ きゅうり 588 23.8

ひじきポテトサラダ はちみつ ひじき もやし

けんちんじる こめ さとう ぎゅうにゅう とうふ にんじん ねぎ

いわしのしょうがに むぎ こんにゃく とりにく かまぼこ しいたけ キャベツ 633 26.6

わふうサラダ　せつぶんまめ さといも いわし だいず わかめ コーン 

ちゅうかスープ　 しょくパン さとう ぎゅうにゅう たまねぎ にんじん

はるまき こむぎこ ごまあぶら とうふ ハム もやし きゅうり ねぎ 550 19.8

バンサンスー あぶら マロニー ごま たまご ぶたにく きくらげ しいたけ たけのこ 

だいこんのみそしる こめ あぶら たまご とりにく しょうが にんじん もやし

やさいいため むぎ さとう ぎゅうにゅう あぶらあげ グリンピース はくさい たまねぎ 645 26.3

ぶたにく だいこん にら キャベツ 

かきたまじる こめ ごま ぎゅうにゅう にんじん たまねぎ

さばのゆずみそに むぎ たまご さば えのきたけ しめじ きゅうり 680 27.9

こうみあえ　のり でんぷん とりにく のり しいたけ キャベツ もやし

ビーフンじる かぼちゃパン さとう ぎゅうにゅう かぼちゃ たまねぎ たけのこ

チキンハンバーグ ビーフン ぶたにく にんじん ごぼう 708 26.1

ごぼうサラダ ごまあぶら ごま とりにく えのきたけ しいたけ きゅうり

ちゅうかはくさいスープ　 こめ あぶら ぎゅうにゅう はくさい たまねぎ しめじ

あまくさだいおうのすどり むぎ ごまあぶら とりにく しいたけ しょうが にんじん 648 23.5

こまつなのサラダ　 でんぷん さとう だいず ピーマン えだまめ こまつな もやし

わふうスパゲティ コッペパン さとう ぎゅうにゅう わかめ たまねぎ グリンピース キャベツ

さかなのカリカリフライ あぶら ぶたにく たら ひじき にんじん きゅうり 633 27.8

あおじそドレッシングあえ　 スパゲッティ あぶらあげ とりにく えのきたけ もやし

ハヤシライス こめ さとう ぎゅうにゅう しょうが たまねぎ えだまめ

ほうれんそうオムレツ むぎ じゃがいも ぎゅうにく にんじん きゅうり 651 22.9

かいそうサラダ　 たまご かいそう マッシュルームもやし

クイッティオのスープ ミルクパン さとう ぎゅうにゅう たまねぎ にんじん

ししゃもフライ ごまあぶら クイッティオ ぶたにく きくらげ しいたけ 660 27.9

ひじきくるみサラダ あぶら くるみ ししゃも ひじき キャベツ きゅうり

ちくぜんに こめ あぶら ぎゅうにゅう にんじん れんこん

スルメあえ むぎ こんにゃく あつあげ さきいか しいたけ ごぼう 592 21.3

さといも  さとう ごま とりにく きゅうり もやし

ポトフ まるパン さとう ぎゅうにゅう キャベツ にんじん

タンドリーチキン じゃがいも ウインナー ツナ たまねぎ きゅうり コーン 665 27.7

マカロニサラダ マカロニ マヨネーズ とりにく ヨーグルト

キムチじる こめ さとう ぎゅうにゅう はくさい たまねぎ

ブリのてりやき むぎ こんにゃく ぶたにく とうふ しいたけ えのきたけ 698 31.7

えのきのあまずあえ ぶり にんじん きゅうり キャベツ コーン

おひめさんだごじる こめ あぶら ぎゅうにゅう あつあげ にんじん たまねぎ

あつやきたまご むぎ さとうこむぎこ とりにく たまご はくさい しいたけ 698 23.6

たけのこのひこずり さつまいも ごまあぶら かつおぶし ごぼう

ちゃんこじる こくとうパン さとう ぎゅうにゅう はくさい にんじん

だいずとごぼうのメンチカツ くろざとう マロニー とりにく あぶらあげ たまねぎ にら キャベツ 676 25.0

ごまネーズあえ ごまあぶら あぶら ごま ちくわ だいず もやし

やさいスープ　 しょくパン さとう ぎゅうにゅう キャベツ にんじん

レバーマリアナソース じゃがいも とりにく レバー たまねぎ きくらげ えのきたけ 605 25.0

みかんサラダ あぶら だいず わかめ もやし みかん きゅうり

きのこのみそしる こめ ごま ぎゅうにゅう しいたけ しめじ

いわしのうめに さとう いわし わかめ えのきたけ たまねぎ しゅんぎく 548 23.9

しゅんぎくのごまあえ あぶらあげ にんじん こまつな もやし

金

令和４年　２月　こんだてよていひょう

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 えいようりょう

1 か ひのくにパン

2 すい むぎごはん

3 もく しょくパン

4 きん そぼろごはん

7 げつ むぎごはん

8 か かぼちゃパン

9 すい むぎごはん

10 もく コッペパン

14 げつ むぎごはん

15 か ミルクパン

16 すい むぎごはん

17 もく まるパン

25 きん わかめごはん

18 きん むぎごはん

21 げつ むぎごはん

22 か こくとうパン

24 もく しょくパン

※都合により、献立や材料が変更になる場合があります。

毎月実施している天草宝島お魚給食では、子どもたちから「新和にうまれてよかった」

「また給食にだしてください」といううれしい声がたくさん聞こえてきます！

ぜひ、おうちでも天草のお魚を食べてほしいと思います。

　毎月１９日は、食について考える日です。給食では、この１９日前後に

「ふるさとくまさんデー」を設け、熊本県産の食材や郷土料理を取り入れた給食を

提供したいと思います。熊本の自然や文化・産業などに関心や理解を深め、

自分たちの育った郷土を愛する心を育ててほしいと思います。

「天草宝島お魚給食の日」

　今年度最後となる２月１８日(金)には、ぶりの照り焼きを提供します。

毎月１９日は食育の日「ふるさとくまさんデー」

≪今月の天草産≫ 

しいたけ 天草大王 きゅうり ぶり 

ふるさとくまさんデー 
（鹿本地区） 

天草宝島お魚給食 

天草大王給食 

節分献立 

新和学校給食センター 


