
エネルギー

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 その他 たんぱくしつ

ポークチャップ ぎゅうにゅう ぶたにく とりにく こめ むぎ さとうごま たまねぎ にんじん ピーマン 766

はくさいのあえもの おやさいつみれ はるさめ きゅうり もやし しいたけ 30.3

やさいだんごスープ しょうが ねぎ はくさい

さかなのマヨネーズやき ぎゅうにゅう ホキ とりにく こめ むぎ さといも きゅうり キャベツ にんじん 752

おかかあえ チーズ ちりめん ノンエッグマヨネーズ こんにゃく しいたけ ごぼう ねぎ にぼし 32.7

けんちんじる かつおぶし あつあげ ごまあぶら

チキンパティ ぎゅうにゅう とりにく パン ごま さとう じゃがいも れんこん きゅうり にんじん 864

れんこんサラダ チキンパティ スキムミルク ノンエッグマヨネーズ たまねぎ グリンピース コーン 35.6

クリームシチュー･おいわいいちごゼリー いちごゼリー マッシュルーム

やさいコロッケ ぎゅうにゅう さつまあげ こめ むぎ あぶら ごま ごぼう にんじん 754

ごもくきんぴら とうふ ちくわ ぶたにく しらたき さとう ごまあぶら いんげん たまねぎ もずく ねぎ 22.5

もずくのすましじる

さばしょうがに ぎゅうにゅう さば こめ ごま ごまあぶら さとう きゅうり だいこん にんじん 797

ごまじゃこサラダ ちりめん とりにく あつあげ こんにゃく さつまいも しょうが  ごぼう ねぎ にぼし 29.2

さつまじる あぶら はくさい

いりどうふ ぎゅうにゅう とうふ とりにく こめ はるさめ さとう あぶらごま にんじん たまねぎ グリンピース 736

たくあんあえ たまご だいず ちりめん でんぷん たくあんづけ きゅうり キャベツ 23.6

だいずとちりめんじゃこのカリカリ こんぶ

とりとレバーのこうみあえ ぎゅうにゅう とりにく つくね こめ むぎ でんぷん にら たまねぎ にんじん もやし 750

もやしのあえもの とりレバー とうふ あぶら さとう ごまあぶら しょうが にんにく キャベツ にぼし 31.7

つくねじる はくりきこ コーン はくさい ごぼう しいたけ ねぎ

ようふうたまごやき ぎゅうにゅう たまご ハム とりにく ミルクパン マカロニ たまねぎ にんじん ピーマン 801

マカロニサラダ ノンドリップツナ ノンエッグマヨネーズ じゃがいも きゅうり キャベツ パセリ 34.3

コンソメスープ あぶら はくさい

★玉名の味★ やさいのあまずあえ なんかんあげ ちくわ たまご とりにく こめ むぎ さとう あぶら にんじん しいたけ たまねぎ 772

のっぺいじる ぎゅうにゅう あつあげ でんぷん ごま さといも きゅうり キャベツ ごぼう ねぎ にぼし 26.5

こんにゃく

タンドリーチキン ぎゅうにゅう とりにく ハム かぼちゃパン あぶら さとう しょうが えんどう きゅうり 841

スナップエンドウのサラダ ヨーグルト ベーコン チーズ じゃがいも キャベツ にんじん たまねぎ 35.7

ミネストローネ 　　ひよこまめ トマト パセリ にんにく

ナゲット① ぶたにく ぎゅうにゅう こめ むぎ あぶら さとう たまねぎ にんじん しょうが 853

かいそうサラダ ナゲット じゃがいも ごまあぶら にんにく りんご かいそう 30.0

ノンドリップツナ わかめ もやし きゅうり

むしぎょうざ　1・2年① ３年～② ぎゅうにゅう とりにく たまご こめ さとう ごまあぶら ごま きゅうり もやし にんじん 723

ナムル とりささみ とうふ しいたけ たまねぎ 26.8

ニラたまスープ

ささみのレモンに ぎゅうにゅう とりにく さとう でんぷん レモンかじゅう ひじき にんじん 767

ひじきサラダ ハム えだまめ ベーコン あぶら ごま きゅうり たまねぎ キャベツ 35.3

やさいのスープに じゃがいも マカロニ しいたけ

にくづめいなりのふくめに ぎゅうにゅう とりにく あつあげ こめ むぎ さとう きゅうり にんじん キャベツ 804

ごまずあえ にくしのだ さつまあげ ごま こんにゃく じゃがいも もやし たまねぎ いんげん かつおぶし 31.3

じゃがいもそぼろに でんぷん

いわしうめに とりにく あげ ぎゅうにゅう こめ さとう ごま あぶら しいたけ にんじん たけのこ 789

はるやさいのみそしる いわし とうふ じゃがいも たまねぎ キャベツ ねぎ にぼし 32.8

ばんかん わかめ ばんかん うめ

27 すい むぎごはん

28 もく たけのこごはん

25 げつ しろごはん

26 か ココアパン

21 もく かぼちゃパン

22 きん
カレーライス

（むぎごはん）

19 か ミルクパン

20 すい

なんかんあげどん

15 きん しろごはん

18 げつ むぎごはん

こんぶ
かつおぶ

し

14 もく しろごはん

12 か まるパンきれめいり

13 すい むぎごはん

8 きん しろごはん

11 げつ むぎごはん

ざいりょう
ひ よう しゅしょく

ぎゅう
にゅう

おかず

旬の味 

 学校給食は、１日に必要な栄養の約３分

の１がとれるように作られています。特に成

長期に大切で不足しがちなカルシウムや鉄、

食物せんいなどは、積極的にとり入れるよ

うにしています。すききらいせず、しっかり

食べて元気に過ごしましょう。 

４月 こんだてひょう 
牛深学校給食センター （７２－４１５８） 

旬の味 

入学 

おめでとう 


