
主にエネルギーになる 主に体の組織を作る 主に体の調子を整える

ひじきのごまマヨあえ 米　ごま 牛乳　タイ　 にんじん　玉ねぎ　キャベツ

豚汁 砂糖　マヨネーズ ひじき　ぶたにく もやし　きくらげ　ねぎ 34.5 25.4
みそ キャベツ　

コーンスープ パン　じゃがいも 牛乳　ベーコン にんじん　玉ねぎ

ツナサラダ 小麦粉　バター ツナ　オムレツ コーン　しめじ　キャベツ 858 28.3 28.5
オムレツ マヨネーズ きゅうり　

なのはなあえ 　　　米　さとう 牛乳　かまぼこ れんこん　しいたけ　にんじん

豆腐のすまし汁 　　　油　あられ 卵　とうふ ごぼう　かんぴょう　なのはな 24.4 13.7
ひなあられ わかめ コーン　ほうれん草　キャベツ

からあげ 米　小麦粉 牛乳　鶏肉　卵 キャベツ　にんじん

そえ野菜 油　じゃがいも ベーコン　 もやし　たまねぎ　コーン 31.5 29.0
コーンと卵のスープ えのきたけ　きくらげ

やさいラーメン パン　ちゅうかめん 牛乳　豚肉 キャベツ　もやし　ねぎ

７ 月 アスパラサラダ ピーナッツ にんじん　コーン　きゅうり 797 28.9 26.9

でこぽん マヨネーズ アスパラガス　でこぽん

肉じゃが 米　じゃがいも 牛乳　牛肉 うめ　玉ねぎ　にんじん

きりぼし大根のサラダ 油　ごま てんぷら　厚揚げ しらたき　しいたけ　 26.9 25.6
ちくわ だいこん　きゅうり　

さばのソースに 米　ごま 牛乳　さば しょうが　もやし　キャベツ

もやしのごまあえ さといも 鶏肉　豆腐 にんじん　だいこん　しいたけ 871 32.9 28.6
けんちん汁 ねぎ
やきぶたのちゅうかあえ 米　さとう 牛乳　豚肉 はくさい　玉ねぎ　

わかめスープ ごま油　ごま わかめ　かまぼこ きくらげ　もやし　きゅうり 737 24.4 15.4
キャベツ　にんじん　えのきたけ

カレーうどん パン　うどんめん 牛乳　鶏肉 玉ねぎ　にんじん　もやし

するめあえ ごま　ジャム イカ　 ねぎ　しょうが　きゅうり 820 27.3 24.6
いちごジャム キャベツ　

せとあげ 米　ごま 牛乳　すりみ ごぼう　にんじん　レタス

ちぎりレタス でん粉　油 豆腐　卵 玉ねぎ　スナップエンドウ 867 29.5 27.3
春野菜のみそ汁 じゃがいも 厚揚げ　みそ

ミートボールシチュー パン　じゃがいも 牛乳　ミートボール 玉ねぎ　にんじん　しめじ

ビーンズツナサラダ 小麦粉　バター ベーコン　ツナ　金時豆 コーン　キャベツ　きゅうり 765 22.1 28.7
チーズケーキ マヨネーズ　砂糖 チーズ　ヨーグルト レモン

魚のコロコロやき 米　マヨネーズ 牛乳　サケ　ホキ にんじん　しいたけ

五目汁 さといも　 チーズ　鶏肉 ねぎ　パセリ 808 25.9 25.0
手作りふりかけ ごま 厚揚げ　ちりめん　

ピーナッツあえ 米　麦　小麦粉 牛乳　豚肉　卵 キャベツ　にんじん　ごぼう

具だくさんご汁 パン粉　油 厚揚げ　大豆 だいこん　しめじ　ねぎ 37.0 21.6
ピーナッツ みそ　ちくわ ほうれん草　もやし　

八宝菜 米　麦　でん粉 牛乳　豚肉　イカ にんじん　玉ねぎ　はくさい

22 火 シュウマイ 油　 エビ　かまぼこ たけのこ　ねぎ　きくらげ 33.5 31.6
そえ野菜 うずらの卵　シュウマイ キャベツ　もやし

ブラウンシチュー パン　マーガリン 牛乳　牛肉　チーズ にんじん　玉ねぎ　トマト

23 水 アーモンドサラダ 砂糖　じゃがいも ハム マッシュルーム　キャベツ 828 27.5 36.2
アーモンド　油 きゅうり　コーン　

コンソメスープ 米　麦　 牛乳　あいびき肉 にんじん　玉ねぎ　トマト

ごまドレサラダ 小麦粉　砂糖 大豆　ベーコン コーン　キャベツ　きゅうり 943 31.2 33.5
フルーツクレープ ごま クリーム レタス　モモ 　パイン

※　都合により献立や材料の変更がある場合があります。

おいわい
トースト

24 木 ドライカレー

18 金 ソースカツ丼 925

麦ご飯 913

16 水 米粉パン

17 木 ご飯

14 月 食パン

15 火 ご飯

10 木 ご飯

11 金 キムチごはん

６ 日 卒　業　式
こくとうパン

８ 火 ゆかりごはん 781

721

４ 金 ごはん 887

２ 水 ミルクパン

３ 木 ちらし寿司

エネルギー タンパク質 脂質

１ 火 鯛めし 820

令和　４年　３月　献立予定表
天草市立有明中学校

材料
日 曜 主食 牛乳 主菜

ひなまつり 
 3月3日はひな祭りです。子ども達の健康と成長を願うと
ともに、冬が去って春になることを意味しています。給食で
は春の訪れをかんじる「菜の花」と「ひなあられ」がでます
よ。 

1年間をふりかえろう 
 今の学年で過ごす最後の月となりました。この1年を振
りかえってみて、給食時間の過ごし方や毎日の食事の
仕方はどうだったでしょうか。振りかえり、来年度へとつ
なぐ３月にしましょう。 

今年度の給食も今月で終わりとなります。１年間、給食費等、ご協力いただき、ありがとうございました。 

 ３年生のみなさん、もうすぐ給食ともお別れです

ね。小学校に入学してから９年間ずっと食べてきた

給食が食べれなくなるのは、淋しいですね。 

 今月はお祝いの鯛飯や「卒業おいわい給食」など

がでますよ。中学校最後の給食をしっかりと味わっ

て食べてくださいね。  

 卒業してからも、栄養のバランスがとれた食事を

心がけ、心と体の健やかな成長を願っています。 

ご卒業おめでとうございます。 


