
黄 赤 緑
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)

マカロニの洋風煮 コッペパン 油 砂糖 きな粉 大豆 人参 たまねぎ

マヨネーズ和え　 マカロニ 牛乳 鶏肉 しいたけ えだまめ 748.0 28.2

じゃがいも きゅうり もやし コーン

おでん風煮 米 ごま 牛乳 ちくわ 大根

菜の花のごま和え 麦 こんにゃく 鶏肉 うずらの卵 人参 801.0 29.2

ひなあられ さといも 砂糖 ひなあられ 天ぷら 厚揚げ もやし 菜の花

コンソメスープ　 ミルクパン 砂糖 油 牛乳 人参 たまねぎ

メンチカツ じゃがいも 鶏肉 えのきたけ しめじ きゅうり 774.0 29.7

コーンサラダ　 ハム もやし キャベツ コーン

フルーツヨーグルト 米 砂糖 豚肉 しょうが たまねぎ しめじ

福神漬け 麦 じゃがいも 牛乳 人参 バナナ 黄桃 みかん 886.0 23.0

ヨーグルト グリンピース パイナップル 

7 月

野菜スープ　 食パン 砂糖 油 きびなご チーズ キャベツ 人参

きびなごカリカリフライ スパゲッティ 牛乳 たまねぎ もやし 742.0 30.0

スパゲッティサラダ じゃがいも 鶏肉 えのきたけ きゅうり

白菜のみそ汁 米 ごま 牛乳 豆腐 白菜 たまねぎ えのきたけ

いわしのおかか煮 麦 砂糖 油揚げ いわし 人参 765.0 29.0

春菊のごま和え しゅんぎく こまつな もやし

10 木

中華風卵スープ 米 ごま油 牛乳 たまねぎ 人参

ぎょうざ 雑穀 でんぷん 卵 キャベツ きくらげ 736.0 22.5

海藻サラダ　 油 砂糖 海藻 しいたけ きゅうり もやし

豆腐汁 米 はるさめ 牛乳 豆腐 卵 人参 たまねぎ

さばのみぞれ煮 麦 砂糖 ごま油 さば ハム しいたけ えのきたけ 843.0 28.8

春雨の酢の物　 ごぼう きくらげ きゅうり

豆乳スープ 丸パン 砂糖 油 牛乳 豆乳 ほうれんそう たまねぎ しめじ

豆腐のミートグラタン じゃがいも 鶏肉 豆腐 人参 コーン しょうが にんにく 743.0 38.3

青じそドレッシング和え　 大豆 チーズ わかめ マッシュルーム もやし きゅうり 

五目汁　 米 砂糖 牛乳 さわら 人参 ごぼう

さわらの西京焼き 麦 こんにゃく 鶏肉 しいたけ ねぎ かぶ 742.0 29.2

かぶの酢の物 さといも 厚揚げ こんぶ もやし 

ビーフン汁 ココアパン 砂糖 油 牛乳 たまねぎ にんじん

うまかコロッケ ビーフン ごま油 豚肉 いりこ たけのこ えのきたけ キャベツ 844.0 29.8

かみかみサラダ アーモンド 大豆 しいたけ きゅうり

豚汁 米 油 砂糖 鶏肉 牛乳 人参 ごぼう

のり和え さといも こんにゃく 油揚げ のり たまねぎ ほうれん草 838.0 29.5

ごま 牛乳 豚肉 厚揚げ しめじ きゅうり 

21 月

親子うどん 食パン 砂糖 油 牛乳 人参 たまねぎ

菜の花のアーモンド和え うどん ごま 黒砂糖 鶏肉 しいたけ ねぎ ごぼう 784.0 30.9

黒糖ビーンズ アーモンド 卵 大豆 もやし 菜の花

だご汁 米 砂糖 牛乳 油揚げ 人参 ごぼう

信田煮 麦 ごま 鶏肉 ちくわ しいたけ 白菜 ねぎ 839.0 28.9

ごまサラダ　 小麦粉 さといも ハム キャベツ きゅうり もやし

春キャベツのスープ コッペパン 砂糖 牛乳 ちくわ キャベツ 人参

ごまネーズあえ ごま ソーセージ たまねぎ しめじ 777.0 31.7

鶏肉 大豆 もやし

令和４年　３月　献立予定表

日 曜 主食 牛乳 おかず

主　な　材　料 栄 養 量

1 火 揚げパン

2 水 麦ごはん

3 木 ミルクパン

4 金 ポークカレー

14 月 麦ごはん

振　替　休　業　日

8 火 食パン

9 水 麦ごはん

給　食　な　し

11 金 雑穀ごはん

15 火 丸パン

16 水 麦ごはん

17 木 ココアパン

18 金 南関あげ入り混ぜご飯

毎月１９日は食育の日「ふるさとくまさんデー」

春　分　の　日

22 火 食パン

23 水 麦ごはん

24 木 ホットドッグ

※都合により、献立や材料が変更になる場合があります。

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。
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！

　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。

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

≪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 

３年生バイキング給食 

３年生最後の給食 

ふるさとくまさんデー 
(荒玉地区) 


