
きいろ あか みどり
エネルギー たんぱく

ねつやちからになる ちやにくやほねになる からだのちょうしをととのえる
(kcal) しつ(ｇ)

8 きん

11 げつ

コンソメスープ コッペパン さとう ぎゅうにゅう にんじん たまねぎ

ひじきポテトサラダ じゃがいも ソーセージ チーズ キャベツ きゅうり 665 24.7

マヨネーズ とりにく ひじき

わかめのみそしる こめ あぶら ぎゅうにゅう とうふ にんじん キャベツ

とりのからあげ むぎ あぶらあげ たまねぎ しょうが にんにく 645 24.1

ゆかりあえ でんぷん こむぎこ とりにく わかめ きゅうり もやし ゆかり

14 もく

フルーツヨーグルト こめ さとう ぎゅうにく しょうが たまねぎ しめじ

ふくじんづけ むぎ じゃがいも ぎゅうにゅう にんじん バナナ もも 733 19.2

ヨーグルト グリンピース パイナップル みかん

じゃがいものみそしる こめ あぶら たまご ちくわ たけのこ にんじん

ぶたニラいため じゃがいも ぎゅうにゅう あぶらあげ しいたけ たまねぎ にら 618 23.8

ぶたにく かまぼこ もやし

タイピーエン かぼちゃパン さとう ぎゅうにゅう ぶたにく かぼちゃ にんじん きゅうり

うまかコロッケ はるさめ マヨネーズ ぶたにく かまぼこ たまねぎ たけのこ きくらげ 769 26.6

ごぼうサラダ あぶら ごま いか うずらのたまご しいたけ キャベツ ごぼう

20 すい

さんさいうどん まるパン さとう ぎゅうにゅう わかめ にんじん なめこ

さかなのカリカリフライ うどん とりにく かまぼこ しいたけ さんさい 626 27.3

わふうサラダ あぶら あぶらあげ ほき キャベツ コーン

わかめじる こめ マロニー ぎゅうにゅう とうふ わかめ にんじん

いわしのうめに むぎ ごま さとう ちくわ ハム たまねぎ しいたけ 625 26.0

バンサンスー ごまあぶら いわし たまご きゅうり

にくじゃが こめ さとう ぎゅうにゅう てんぷら たまねぎ にんじん

ちぐさやき むぎ じゃがいも ぶたにく ちりめんじゃこ グリンピース キャベツ えだまめ 679 23.7

じゃこサラダ こんにゃく たまご もやし

やさいスープ しょくパン さとう あぶら ぎゅうにゅう もやし きゅうり

ちくわのカレーこあげ こむぎこ じゃがいも だいず ちくわ にんじん たまねぎ 658 26.3

カシューナッツあえ　マーシャルビーンズ カシューナッツ ごまあぶら とりにく たまご えのきたけ キャベツ

あつあげのみそしる こめ さとう ぎゅうにゅう てんぷら しいたけ たまねぎ ねぎ

ふくめに むぎ ごま あつあげ ちくわ にんじん さんさい 642 21.2

さんさいサラダ マヨネーズ だいこん キャベツ きゅうり

ミートソーススパゲティ コッペパン さとう ぎゅうにゅう にんじん たまねぎ

かいそうサラダ くろざとう ぶたにく だいず グリンピース  ごぼう 640 24.4

こくとうビーンズ スパゲティ あぶら かいそう マッシュルーム きゅうり もやし

毎月１９日は食育の日「ふるさとくまさんデー」

　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。

令和４年度　４月　こんだてよていひょう

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 えいようりょう

15 きん カレーライス

し　ぎ　ょ　う　し　き

に　ゅ　う　が　く　し　き

12 か ホットドッグ

13 すい むぎごはん

か　ん　げ　い　え　ん　そ　く

22 きん むぎごはん

18 げつ たけのこごはん

19 か かぼちゃパン

ふ　り　か　え　き　ゅ　う　ぎ　ょ　う　び

21 もく まるパン

25 げつ むぎごはん

26 か しょくパン

27 すい むぎごはん

28 もく コッペパン

※都合により献立が変更になる場合があります。

マナーを守って楽しい給食にしましょう♪

　食事のマナーは毎日の食事の中で身についていきます。マナーを守って

楽しく食事をしましょう！

①食事の前に手を洗う　　②食事の挨拶をする　　③正しい姿勢で食べる

④食事中に立ち歩かない　　⑤はしや食器を正しく持つ　　

新和学校給食センター 

≪今月の天草産≫ 

しいたけ きゅうり じゃがいも いんげん 

ふるさと 
くまさんデー 

熊本市 


