
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)

マカロニのようふうに コッペパン あぶら きなこ  だいず にんじん たまねぎ

マヨネーズあえ さとう じゃがいも ぎゅうにゅう しいたけ えだまめ 623 23.6

マカロニ とりにく きゅうり もやし コーン

おでんふうに こめ ごま ぎゅうにゅう ちくわ だいこん

なのはなのごまあえ むぎ こんにゃく とりにく てんぷら にんじん 627 23.8

ひなあられ さといも さとう ひなあられ うずらたまご あつあげ もやし なのはな

3 もく

フルーツヨーグルト こめ さとう ぶたにく しょうが たまねぎ しめじ

ふくじんづけ むぎ じゃがいも ぎゅうにゅう にんじん バナナ もも 716 19.3

ヨーグルト グリンピース パイナップル みかん 

はるさめじる こめ はるさめ ぎゅうにゅう にんじん たまねぎ にんにく

とりのからあげ むぎ ごまあぶら ぶたにく たけのこ しいたけ もやし 642 22.4

ゆかりあえ でんぷん こむぎこ あぶら とりにく しょうが キャベツ きゅうり  ゆかり

やさいスープ しょくパン さとう きびなご チーズ キャベツ にんじん

きびなごカリカリフライ スパゲッティ ぎゅうにゅう たまねぎ もやし 626 24.8

スパゲッティサラダ じゃがいも あぶら とりにく えのきたけ きゅうり

はくさいのみそしる こめ ごま ぎゅうにゅう とうふ はくさい たまねぎ えのきたけ

いわしのおかかに むぎ さとう あぶらあげ いわし にんじん もやし 599 23.8

しゅんぎくのごまあえ しゅんぎく こまつな

オニオンスープ まるパン ぎゅうにゅう たまねぎ にんじん

チーズハンバーグ さとう ベーコン ぶたにく にら しめじ 554 23.4

レタス チーズ レタス

ちゅうかふうたまごスープ こめ あぶら ぎゅうにゅう たまねぎ にんじん

ぎょうざ でんぷん たまご かいそう キャベツ きくらげ 571 18.0

かいそうサラダ　 ごまあぶら さとう ぶたにく しいたけ きゅうり もやし

とうふじる こめ はるさめ ぎゅうにゅう とうふ にんじん たまねぎ

さばのみぞれに むぎ さとう ごまあぶら さば ロースハム しいたけ えのきたけ 637 22.5

はるさめのすのもの たまご ごぼう きくらげ きゅうり

とうにゅうスープ まるパン さとう ぎゅうにゅう わかめ ほうれんそう たまねぎ しめじ

とうふのミートグラタン じゃがいも とりにく とうふ にんじん コーン しょうが 618 31.4

あおじそドレッシングあえ　 あぶら とうにゅう だいず にんにく マッシュルーム もやし きゅうり

ごもくじる こめ さとう ぎゅうにゅう にんじん ごぼう

さわらのさいきょうやき むぎ こんにゃく とりにく さわら しいたけ ねぎ かぶ 596 25.4

かぶのすのもの さといも あつあげ こんぶ もやし 

ビーフンじる ココアパン さとう ぎゅうにゅう たまねぎ にんじん

うまかコロッケ ビーフン ぶたにく いりこ たけのこ えのきたけ キャベツ 739 26.1

かみかみサラダ ごまあぶら あぶら アーモンド だいず しいたけ きゅうり

ぶたじる こめ あぶら とりにく ぎゅうにゅう にんじん ごぼう

のりあえ さとう さといも ごま あぶらあげ のり たまねぎ ほうれんそう 673 24.1

こんにゃく ぶたにく あつあげ しめじ きゅうり

21 げつ

おやこうどん しょくパン さとう ぎゅうにゅう にんじん たまねぎ

なのはなのアーモンドあえ うどん アーモンド とりにく しいたけ ねぎ ごぼう 656 25.7

こくとうビーンズ ごま くろざとう あぶら たまご アーモンド もやし なのはな

だごじる こめ さとう ぎゅうにゅう あぶらあげ にんじん ごぼう

23 すい むぎごはん しのだに むぎ ごま とりにく ちくわ しいたけ はくさい ねぎ 671 24.4

ごまサラダ　 こむぎこ さといも ぶたにく ハム キャベツ きゅうり もやし

令和４年　３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

7 げつ むぎごはん

1 か あげパン

2 すい むぎごはん

お　わ　か　れ　え　ん　そ　く

4 きん ポークカレー

8 か しょくパン

9 すい むぎごはん

10 もく まるパン

11 きん ざっこくごはん

14 げつ むぎごはん

15 か まるパン

16 すい むぎごはん

17 もく ココアパン

　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

18 きん
なんかんあげいりまぜごは
ん

し　ゅ　ん　ぶ　ん　の　ひ

22 か しょくパン

24 もく そ　つ　ぎ　ょ　う　し　き
※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」

人々によって守り受け継がれてきた行事食を、これからも大切に受け継いで
いきたいものです。３月２日(水)には、ひなあられが登場します。お楽しみに！

「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。

３月３日は「ひなまつり」
　３月３日は「ひなまつり」です。ひなまつりは、女の子の健やかな成長と
幸せを願ってお祝いする行事です。「桃の節句」とも呼ばれます。

≪今月の天草産≫ 

しいたけ きゅうり じゃがいも 

新和学校給食センター 

ひなまつり献立 

ふるさとくまさんデー 
(荒玉地区) 


