
2022.4　本渡学校給食センター

あか きいろ みどり

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

じゃがいもそぼろに 牛乳 鶏肉 ちぎりあげ こめ 麦 こんにゃく じゃがいも たまねぎ にんじん いんげん

ほきてんたまあげ 厚あげ ホキ あおさ さとう あぶら でんぷん きゅうり キャベツ だいこん

かわりあえ 小麦粉 ごま なたまめ しょうが しその葉

ぶたじる 牛乳 豚肉 厚揚げ こめ 麦 さといも こんにゃく にんじん だいこん ねぎ もやし

いわしのうめに いわし わかめ みそ さとう ごま でんぷん ごぼう きゅうり しょうが

もやしのおかかあえ （にぼしだし）  しそ うめ

はるさめすーぷ 牛乳 鶏肉 かまぼこ チーズ 食パン パンこ はるさめ にんじん たまねぎ はくさい

わかどりのぴかた 卵 スキムミルク でんぷん さとう 米粉 しいたけ ねぎ きゅうり コーン

いたりあんさらだ・いちごじゃむ キャベツ いちご パセリ 赤ピーマン

つぼんじる 牛乳 鶏肉 とうふ みそ こめ ぷちまる麦 さといも しいたけ にんじん ねぎ

れんこんはさみあげ 糸かつお 天ぷら 大豆 こんにゃく あぶら さとう だいこん たまねぎ しいたけ

たけのこのひこずり （かつお・こんぶだし） ごまあぶら パン粉 でんぷん れんこん たけのこ

はやししちゅー 牛乳 豚肉 スキムミルク こめ 麦 じゃがいも たまねぎ にんじん にんにく しょうが

ほうれんそうおむれつ 卵 ちりめん わかめ 昆布 ふのり 小麦粉 マッシュルーム キャベツ えだまめ

かいそうさらだ とさかのり まふのり きゅうり ほうれんそう トマト

はるやさいのみそしる 牛乳 とうふ あげ  みそ こめ 麦 じゃがいも こんにゃく キャベツ にんじん えのきたけ

ふんわりとうふばーぐ 魚のすり身 鶏肉 天ぷら ごま さとう ごまあぶら ねぎ ごぼう たまねぎ えだまめ

きんぴら （にぼしだし） でんぷん やまいも れんこん

うまに 牛乳 鶏肉 天ぷら こめ 麦 さといも こんにゃく にんじん れんこん ごぼう

くろだいのふらい 厚揚げ クロダイ 大豆粉 さとう あぶら パン粉 いんげん キャベツ きゅうり

きゃべつのわふうどれっしんぐあえ ごま コーン

のっぺいじる 牛乳 鶏肉 厚揚げ ちくわ こめ 麦 じゃがいも こんにゃく にんじん ごぼう ねぎ

とりのからあげ ひじき 片栗粉 あぶら ごま しいたけ  キャベツ きゅうり

ひじきのあえもの （かつお・こんぶだし） にんにく しょうが

ぽーくかれー 牛乳 豚肉 鶏肉 こめ 麦 じゃがいも たまねぎ にんじん トマト しょうが

ちきんなげっと スキムミルク 豆乳 パン粉 でんぷん 小麦粉 パインアップル みかん もも にんにく

ふるーつかくてる りんご果汁 ぶどう果汁 えだまめ 

ぱりぱりやきそば 牛乳 豚肉 かまぼこ ツナ ミルクパン パリパリ麺 でんぷん きくらげ にんじん たまねぎ

しゅーまい うずら卵 鶏肉 大豆粉 さとう ごまあぶら ごま キャベツ たけのこ もやし

なむる 小麦粉 ほうれんそう しょうが にんにく

わかたけじる 牛乳 かまぼこ とうふ ちりめん こめ 麦 さとう ごまあぶら たけのこ にんじん ねぎ

とりたれやきだんご 鶏肉 わかめ ごま パン粉 でんぷん えのきたけ たまねぎ りんご

ごまじゃこあえ （かつおだし・こんぶだし） もやし きゅうり トマト

　　　　　　　　※都合により献立内容や食材が変更になる場合がございます。ご了承ください。

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

14 もく ごはん

15 きん わかめごはん

18 げつ しょくぱん

19 か ぷちまるごはん

20 すい ごはん

21 もく ごはん

22 きん ごはん

25 げつ ごはん

28 もく ごはん

26 か ごはん

27 すい みるくぱん

４がつ がっこうきゅうしょくこんだてよていひょう 

天草宝島デー「新じゃがいも」 

ふるさとくまさんでー 

人吉・球磨の味 

マナーを守って楽しい給食時間に♪ 

正しい姿勢で食べる はしや食器を 
正しく持つ 

食事のあいさつをする 正しい配膳をする 
食事中に立ち歩かない 食事の前に手を洗う 

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。 


