
エネルギー

血や肉や骨になる 熱や力になる 体の調子を整える その他 たんぱく質

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

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

野菜団子スープ しょうが ねぎ はくさい

魚のマヨネーズ焼き 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

けんちん汁 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･お祝いいちごゼリー いちごゼリー マッシュルーム

野菜コロッケ 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

五目きんぴら 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

もずくのすまし汁

さば生姜煮 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

さつま汁 あぶら はくさい

炒り豆腐 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

たくあん和え 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

大豆とちりめんじゃこのカリカリ こんぶ

鶏とレバーの香味あえ 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

もやしの和え物 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

つくね汁 はくりきこ コーン はくさい ごぼう しいたけ ねぎ

洋風卵焼き 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★ 野菜の甘酢あえ 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

のっぺい汁 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② 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

海藻サラダ 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

蒸しぎょうざ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

ニラ玉スープ

揚げささみのレモン煮 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

野菜のスープ煮 じゃがいも マカロニ しいたけ

肉詰めいなりのふくめ煮 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

ごま酢あえ 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

じゃがいもそぼろ煮 でんぷん

いわし梅煮 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

春野菜のみそ汁 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 水 麦ごはん

28 木 たけのこごはん

25 月 白ごはん

26 火 ココアパン

21 木 かぼちゃパン

22 金
カレーライス
（麦ごはん）

19 火 ミルクパン

20 水

南関揚げ丼

15 金 白ごはん

18 月 麦ごはん

こんぶ
かつおぶ

し

14 木 白ごはん

12 火 丸パン切れ目入り

13 水 麦ごはん

8 金 白ごはん

11 月 麦ごはん

材料
日 曜 主食 牛乳 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 給食献立表 
牛深学校給食センター （７２－４１５８） 

旬の味 

入学 

おめでとう 


