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エネルギー たんぱく質

主にエネルギーになる 主に体の組織をつくる 主に体の調子を整える
(kcal) (ｇ)

中華風卵スープ 米 ごま油 牛乳 豚肉 たまねぎ 人参

シューマイ 麦 卵 大豆 キャベツ しいたけ 792.0 28.8

青じそドレッシング和え 澱粉 鶏肉 わかめ もやし きゅうり

若竹汁 米 砂糖 牛乳 豆腐 たけのこ

さわらの照り焼き 麦 ごま さわら わかめ 人参 734.0 33.1

菜の花のごま和え かまぼこ もやし 菜の花

コンソメスープ コッペパン 砂糖 牛乳 人参 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 800.0 29.6

マヨネーズ 鶏肉 ひじき

わかめのみそ汁 米 油 牛乳 豆腐 人参 キャベツ きゅうり

鶏のから揚げ 麦 小麦粉 油揚げ たまねぎ しょうが にんにく 847.0 31.2

ゆかり和え 澱粉 鶏肉 わかめ もやし ゆかり

具だくさんスープ にんじんパン 砂糖 油 にんじんパン きびなご 人参 たまねぎ

きびなごカリカリフライ ごま ごま油 牛乳 ハム ひじき キャベツ きくらげ 750.0 32.6

枝豆サラダ 鶏肉 大豆 しいたけ もやし えだまめ

フルーツヨーグルト 米 砂糖 牛肉 しょうが たまねぎ しめじ

福神漬け 麦 じゃがいも 牛乳 人参 バナナ 桃 みかん 909.0 23.0

ヨーグルト グリンピース パイナップル 福神漬

じゃがいものみそ汁 米 油 卵 ちくわ たけのこ 人参

豚ニラ炒め じゃがいも 牛乳 油揚げ しいたけ たまねぎ にら 763.0 28.4

豚肉 かまぼこ もやし

タイピーエン かぼちゃパン 砂糖 牛乳 鶏肉 かぼちゃ 人参 きゅうり

うまかコロッケ はるさめ 油 豚肉 かまぼこ たまねぎ たけのこ きくらげ 886.0 31.0

ごぼうサラダ ごま マヨネーズ いか うずらのたまご しいたけ キャベツ ごぼう

20 水

山菜うどん 丸パン 砂糖 油 牛乳 わかめ 人参 なめこ

魚のカリカリフライ うどん 鶏肉 かまぼこ しいたけ 山菜 765.0 33.8

和風サラダ 油揚げ ホキ キャベツ コーン

わかめ汁　 米 マロニー 牛乳 豆腐 わかめ 人参

いわしの梅煮 麦 ごま ごま油 いわし 卵 たまねぎ しいたけ 799.0 31.6

バンサンスー 砂糖 ハム ちくわ きゅうり

肉じゃが 米 砂糖 牛乳 たまねぎ 人参

千草焼 麦 じゃがいも 豚肉 ちりめんじゃこ グリンピース キャベツ 890.0 30.0

じゃこサラダ こんにゃく 卵 天ぷら もやし えだまめ

野菜スープ 食パン 砂糖 油 小麦粉 牛乳 もやし

ちくわのカレー粉揚げ じゃがいも ごま油 大豆 ちくわ 人参 たまねぎ 777.0 31.5

カシューナッツ和え　マーシャルビーンズ カシューナッツ 鶏肉 卵 えのきたけ キャベツ きゅうり

厚揚げのみそ汁 米 砂糖 牛乳 天ぷら しいたけ たまねぎ ねぎ

含め煮 麦 ごま 厚揚げ ちくわ 人参 山菜 820.0 25.8

山菜サラダ マヨネーズ 切干し大根 キャベツ きゅうり

ミートソーススパゲティ コッペパン 砂糖 油 牛乳 人参 たまねぎ

海藻サラダ スパゲティ 豚肉 海藻 グリンピース ごぼう 822.0 31.1

黒糖ビーンズ 黒砂糖 大豆 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　献立予定表

日 曜 主食 牛乳 おかず

主　な　材　料 栄 養 量

8 金 麦ごはん

11 月 麦ごはん

12 火 ホットドッグ

13 水 麦ごはん

14 木 にんじんパン

15 金 カレーライス

22 金 麦ごはん

18 月 たけのこごはん

19 火 かぼちゃパン

振　替　休　業　日

21 木 丸パン

25 月 麦ごはん

26 火 食パン

④食事中に立ち歩かない　　⑤はしや食器を正しく持つ　　

27 水 麦ごはん

28 木 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

≪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 


