
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)

ぐだくさんスープ こめ さとう ぎゅうにゅう ハム たまねぎ にんじん コーン

とりのしょうがやき むぎ ごまあぶら とりにく キャベツ きくらげ しょうが 637 25.2

アスパラサラダ アーモンド だいず しいたけ ｱｽﾊﾟﾗｶﾞｽ きゅうり

3 か

4 すい

5 もく

ハッシュドビーフ こめ クルトン ぎゅうにゅう たまご しょうが たまねぎ えだまめ

オムレツ むぎ じゃがいも ぎゅうにく にんじん キャベツ 693 24.5

シーザーサラダ　 ハム マッシュルーム きゅうり

じゃがいものいそに こめ さとう ぎゅうにゅう ちくわ グリンピース たまねぎ 

あじごまフライ むぎ じゃがいも とりにく あじ ひじき もやし 744 29.6

サラたまあえ こんにゃく あぶら だいず あつあげ にんじん きゅうり

やさいスープ ミルクパン さとう ぎゅうにゅう キャベツ にんじん もやし

とうふのミートグラタン じゃがいも だいず とうふ たまねぎ えのきたけ しょうが 711 30.9

マヨネーズあえ あぶら マヨネーズ とりにく チーズ にんにく マッシュルーム きゅうり  コーン

こんさいみそしる こめ ぎゅうにゅう ごぼう にんじん

いわしのうめに むぎ いわし たまねぎ キャベツ きゅうり 598 24.0

ゆかりあえ こんにゃく あぶらあげ もやし ゆかり

とりだんごとうにゅうスープ まるパン さとう ぎゅうにゅう ほうれんそう たまねぎ しめじ

チキンハンバーグ じゃがいも とりにく とうにゅう にんじん コーン 612 28.9

あおじそドレッシングあえ あぶら わかめ もやし きゅうり

ごもくじる こめ あぶら こんにゃく たまご とりにく しょうが にんじん

はるさめのすのもの むぎ さとう ぎゅうにゅう グリンピース ごぼう ねぎ 636 24.2

さといも はるさめ ごまあぶら あつあげ ハム しいたけ きくらげ きゅうり

きのこのかきたまじる こめ ごま ぎゅうにゅう にんじん たまねぎ

しのだに むぎ さとう たまご とりにく えのきたけ しめじ キャベツ 620 24.5

アスパラガスのおかかあえ でんぷん あぶらあげ しいたけ もやし アスパラガス

コンソメスープ こくとうパン さとう きびなご チーズ にんじん たまねぎ

きびなごカリカリフライ スパゲティ マヨネーズ ぎゅうにゅう えのきたけ しめじ きゅうり 663 24.8

スパゲッティサラダ ごま じゃがいも あぶら とりにく もやし キャベツ

18 すい

マカロニのようふうに まるパン さとう とりにく にんじん たまねぎ

レタス じゃがいも ぎゅうにゅう チーズ しいたけ えだまめ 688 33.0

スライスチーズ マカロニ だいず レタス

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

たいのてりやき ざっこく あつあげ にんじん キャベツ 661 32.2

シモンドレッシングあえ たい わかめ きゅうり もやし

23 げつ

クイッティオのスープ にんじんパン さとう ぎゅうにゅう にんじん たまねぎ

ほうれんそうオムレツ ごまあぶら ぶたにく きくらげ  きゅうり 583 22.8

ひじきくるみサラダ クイッティオ くるみ たまご ひじき しいたけ ひじき キャベツ きゅうり

とうふじる こめ さとう ぎゅうにゅう とうふ にんじん たまねぎ

さばのみそに むぎ だいず ちくわ しいたけ えのきたけ 650 24.7

えのきのあまずあえ さば ごぼう きゅうり キャベツ コーン

ちゅうかスープ しょくパン さとう ぎゅうにゅう たまねぎ にんじん ほうれんそう

はるまき ごまあぶら かまぼこ もやし　たけのこ 554 21.5

ナムル あぶら ごま ぶたにく きくらげ  しいたけ

くきわかめのサラダ こめ さとう ぶたにく しょうが たまねぎ しめじ

あまなつみかんゼリー むぎ じゃがいも ぎゅうにゅう にんじん グリンピース コーン 671 20.2

ハム くきわかめ キャベツ あまなつみかん

なんかんあげのみそしる でんぷん ホキ ぎゅうにゅう たまねぎ えのきたけ

ホキてんたまあげ こめ むぎ あぶらあげ だいず にんじん キャベツ 665 25.0

ごまネーズあえ ごま マヨネーズ ちくわ もやし

ミネストローネ ひのくにパン ぎゅうにゅう たまねぎ にんじん

とりのこうそうパンこやき じゃがいも ベーコン だいず トマト 633 28.5

かいそうサラダ パンこ とりにく かいそう きゅうり もやし

令和４年度　５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

9 げつ むぎごはん

2 げつ むぎごはん

け　ん　ぽ　う　き　ね　ん　び

み　ど　り　の　ひ

こ　ど　も　の　ひ

6 きん むぎごはん

10 か ミルクパン

11 すい むぎごはん

12 もく まるパン

13 きん そぼろごはん

16 げつ むぎごはん

17 か こくとうパン

25 すい むぎごはん

ふ　り　か　え　き　ゅ　う　ぎ　ょ　う　び

19 もく カツバーガー

20 きん ざっこくごはん

お　べ　ん　と　う　の　ひ

24 か にんじんパン

26 もく しょくパン

27 きん ポークカレー

30 げつ むぎごはん

31 か ひのくにパン

今年度の「天草宝島お魚給食」もお楽しみに！

※都合により献立が変更になる場合があります。
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。

今年度も実施します！「天草宝島お魚給食」

　魚介普及、地産地消促進のため、地域の水産物を学校給食に使用することで、

子どもたちに天草の水産業への理解を深め、郷土を愛するこころをはぐくむことを

目的としています。また、新型コロナウイルス感染症の影響により需要や価格が

低迷している水産物を学校給食で提供することで消費拡大を図る取り組みです。

≪今月の天草産≫ 

しいたけ きゅうり まだい きくらげ 
ざっこく
まい 

運動会応援メニュー 

天草宝島お魚給食 
ふるさとくまさんデー 

新和学校給食センター 


