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エネルギー たんぱく質

主にエネルギーになる 主に体の組織をつくる 主に体の調子を整える (kcal) (ｇ)

コンソメスープ　 ひのくにパン 砂糖 牛乳 人参 たまねぎ

ハニーしょうゆチキン じゃがいも はちみつ 鶏肉 えのきたけ しめじ きゅうり 721.0 30.1

ひじきポテトサラダ ひじき もやし

けんちん汁 米 砂糖 牛乳 豆腐 かまぼこ 人参 ねぎ

いわしのしょうが煮 麦 こんにゃく 鶏肉 節分豆 しいたけ キャベツ 846.0 35.2

和風サラダ　節分豆 さといも いわし わかめ コーン 

中華スープ　 食パン 砂糖 油 牛乳 豆腐 たまねぎ 人参

春巻き ごま油 マロニー ごま 卵 ロースハム もやし ねぎ きゅうり 714.0 24.5

バンサンスー 豚肉 きくらげ しいたけ たけのこ

大根のみそ汁 米 油 砂糖 卵 鶏肉 しょうが 人参

野菜いため 麦 牛乳 油揚げ グリンピース 白菜 たまねぎ 798.0 32.0

豚肉 大根 にら キャベツ もやし

かきたま汁 米 ごま 牛乳 人参 たまねぎ

さばのゆず味噌煮 麦 卵 のり えのきたけ しめじ きゅうり 864.0 34.0

香味和え　のり 澱粉 鶏肉 さば しいたけ キャベツ もやし

ビーフン汁 かぼちゃパン 砂糖 牛乳 かぼちゃ たまねぎ たけのこ

チキンハンバーグ ビーフン 豚肉 人参 ごぼう 846.0 30.8

ごぼうサラダ ごま油 ごま 鶏肉 えのきたけ しいたけ きゅうり

中華白菜スープ　 米 ごま油 牛乳 白菜 たまねぎ しめじ しょうが

天草大王の酢鶏 麦 油 砂糖 鶏肉 しいたけ ピーマン 830.0 29.1

小松菜のサラダ　 澱粉 大豆 えだまめ こまつな もやし 人参

和風スパゲティ コッペパン 砂糖 油 牛乳 わかめ ひじき たまねぎ グリンピース キャベツ

魚のカリカリフライ スパゲッティ 豚肉 油揚げ 人参 きゅうり 836.0 36.4

青じそドレッシング和え　 白身魚 鶏肉 えのきたけ もやし

ハヤシライス 米 砂糖 牛乳 しょうが たまねぎ えだまめ

ほうれんそうオムレツ 麦 じゃがいも 牛肉 人参 きゅうり 850.0 29.0

海藻サラダ　 卵 海藻 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 砂糖 油 牛乳 たまねぎ 人参

ししゃもフライ ごま油 豚肉 ひじき きくらげ しいたけ 815.0 34.7

ひじきくるみサラダ クイッティオ くるみ ししゃも キャベツ きゅうり

筑前煮 米 油 砂糖 牛乳 さきいか 人参 れんこん

スルメ和え　 麦 こんにゃく 厚揚げ しいたけ ごぼう 760.0 26.3

さといも ごま 鶏肉 きゅうり もやし

ポトフ まるパン 砂糖 牛乳 ヨーグルト キャベツ 人参

タンドリーチキン じゃがいも ウインナー たまねぎ きゅうり コーン 810.0 34.7

マカロニサラダ マカロニ 鶏肉 ツナ

キムチ汁 米 砂糖 牛乳 豆腐 白菜 たまねぎ

ブリの照り焼き 麦 こんにゃく 豚肉 しいたけ えのきたけ 848.0 35.8

えのきの甘酢和え ぶり 人参 きゅうり キャベツ コーン

お姫さんだご汁 米 油 砂糖 牛乳 油揚げ 人参 たまねぎ

厚焼き玉子 麦 ごま油 鶏肉 卵 白菜 しいたけ ごぼう 877.0 27.2

たけのこのひこずり 小麦粉 さつまいも かつお節

ちゃんこ汁 黒糖パン 砂糖 油 牛乳 白菜 人参

大豆とごぼうのメンチカツ 黒砂糖  ごま油 ごま 鶏肉 油揚げ たまねぎ にら キャベツ 838.0 30.5

ごまネーズあえ マロニー ちくわ 大豆 もやし

野菜スープ　 食パン 砂糖 油 牛乳 キャベツ 人参

レバーマリアナソース じゃがいも 鶏肉 わかめ たまねぎ きくらげ えのきたけ 723.0 30.1

みかんサラダ レバー 大豆 もやし みかん きゅうり 

きのこのみそ汁 米 ごま 牛乳 油揚げ しいたけ しめじ

いわしの梅煮 砂糖 いわし えのきたけ たまねぎ しゅんぎく 760.0 30.0

春菊のごま和え わかめ 人参 小松菜 もやし

マーボー豆腐 米 砂糖 牛乳 たまねぎ 人参

シューマイ 麦 ごま油 ごま 豆腐 大豆 きくらげ えだまめ しょうが 915.0 36.0

もやしのナムル　 でんぷん 豚肉 にんにく もやし ほうれん草

金

令和４年　２月　　献立予定表

日 曜 主食 牛乳 おかず

主　な　材　料 えいようりょう

1 火 ひのくにパン

2 水 麦ごはん

3 木 食パン

4 金 そぼろごはん

7 月 麦ごはん

8 火 かぼちゃパン

9 水 麦ごはん

10 木 コッペパン

14 月 麦ごはん

15 火 ミルクパン

16 水 麦ごはん

17 木 丸パン

18 金 麦ごはん

21 月 麦ごはん

22 火 黒糖パン

24 木 食パン

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。

25 金 わかめごはん

28 月 麦ごはん

※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１９日は食育の日「ふるさとくまさんデー」

　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、

「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。

≪今月の天草産≫ 

しいたけ 天草大王 きゅうり ぶり 

新和学校給食センター 

節分献立 

天草大王給食 

天草宝島お魚給食 

ふるさとくまさんデー 
（鹿本地区） 


