
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

ぽーくびーんず 牛乳　豚肉　大豆　卵　 にんじんパン じゃがいも さとう たまねぎ にんじん 枝豆

ほうれんそうおむれつ ツナ 油 きゅうり キャベツ コーン

つなさらだ にんにく ほうれん草

ちきんかれー 　　　　 牛乳 鶏肉 こめ 小麦粉 じゃがいも 油 たまねぎ にんじん 枝豆

ふぐのからあげ フグ ヨーグルト スキムミルク 片栗粉 りんご パイン みかん もも

ふるーつよーぐると バナナ にんにく しょうが

わかめすーぷ 牛乳 わかめ かまぼこ とうふ こめ 麦 ごま油 さとう にんじん たまねぎ えのき

ぶたにくのしょうがやき 豚肉　大豆 ごま ねぎ しめじ しょうが 菜の花

なのはなあえ きゅうり コーン

こんそめすーぷ 牛乳 ベーコン 鶏肉 卵 コッペパン マカロニ じゃがいも にんじん たまねぎ はくさい

わかどりのぴかた かにかま きな粉 小麦粉 マヨネーズ 油 さとう しめじ キャベツ きゅうり

かにかまさらだ コーン

さといものうまに 牛乳 鶏肉 ちぎりあげ 大豆 こめ 麦 さといも こんにゃく たまねぎ にんじん ごぼう

おとうふしゅうまい とうふ さとう　ごま　小麦粉 れんこん いんげん キャベツ

しそきくらげあえ きゅうり きくらげ

けんちんじる 牛乳 油あげ みそ さば こめ 麦 さといも こんにゃく だいこん にんじん ごぼう ねぎ

さばゆずみそに チーズ ごま　マヨネーズ ひじき きゅうり キャベツ

ひじきのあえもの （かつお・こんぶだし） ゆず

ひらめんすーぷ 牛乳 豚肉 鶏肉 パインパン クイッティオ 油 たまねぎ にんじん キャベツ

かぼちゃふらい ミックスビーンズ ごま油 小麦粉 パン粉 もやし きくらげ コーン

びーんずさらだ ねぎ かぼちゃ ほうれん草 

はるやさいのみそしる 牛乳 とうふ 油あげ 鶏肉 こめ 麦 じゃがいも ごま たまねぎ 春キャベツ にんじん

れんこんつくね 削り節 みそ 小麦粉 ねぎ もやし きゅうり

しもんどれっしんぐあえ （にぼしだし） れんこん

おやこに 牛乳 鶏肉 卵 油あげ こめ 麦 じゃがいも さとう たまねぎ にんじん ごぼう

きびなごごまふらい② かまぼこ きびなご わかめ 片栗粉 油 ごま 小麦粉 パン粉 いんげん きゅうり キャベツ

わかめのすのもの ちりめん

まーぼーどうふ 牛乳 とうふ 豚肉 鶏肉 大豆 こめ 麦 さとう ごま油 たまねぎ にんじん たけのこ

ぎょうざ みそ 片栗粉 ごま 小麦粉 しいたけ ねぎ もやし

なむる ほうれん草 にんにく しょうが

つみれじる 牛乳 つみれ わかめ いわし こめ 麦 にんじん だいこん たまねぎ

いわしおかかに かつお節 大豆 えのきたけ しいたけ ねぎ

かわりあえ･でこぽん （にぼしだし） きゅうり 福神漬 デコポン

らびおりすーぷ きなこ 牛乳 ベーコン 鶏肉 米粉パン さとう 油 ラビオリ たまねぎ にんじん キャベツ

ぱんぷきんえっぐ 卵　ツナ 枝豆 コーン かぼちゃ

にんじんさらだ･みかんゼリー

　　　※都合により献立内容や食材が変更になる場合がございます。ご了承ください。

15 か ごはん

16 すい こめこぱん

11 きん ごはん

14 げつ ごはん

9 すい ぱいんぱん

10 もく ごはん

7 げつ ごはん

8 か ごはん

4 きん あげぱん

1 か にんじんぱん

2 すい ごはん

3 もく ごはん

３がつ　がっこうきゅうしょくこんだてひょう
　　　　　2022.3　本渡学校給食センター

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

天草宝島デー「菜の花」 

天草宝島デー「デコポン」 

天草のフグです! 


