
黄 赤 緑 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)

具だくさんスープ 米 ごま油 牛乳 ハム たまねぎ 人参 アスパラガス

鶏のしょうが焼き 麦 アーモンド 鶏肉 キャベツ きくらげ しょうが 834.0 32.5

アスパラサラダ 砂糖 大豆 しいたけ きゅうり コーン

3 火

4 水

5 木

ハッシュドビーフ 米 クルトン 牛乳 卵 しょうが たまねぎ えだまめ

オムレツ 麦 じゃがいも 牛肉 ハム 人参 キャベツ 905.0 31.3

シーザーサラダ マッシュルーム きゅうり

じゃがいもの磯煮 米 砂糖 油 牛乳 ちくわ グリンピース たまねぎ 

あじごまフライ 麦 じゃがいも 鶏肉 あじ ひじき きゅうり 988.0 38.6

サラ玉和え こんにゃく 大豆 厚揚げ 人参 もやし

野菜スープ ミルクパン 砂糖 油 牛乳 豆腐 キャベツ 人参 もやし にんにく

豆腐のミートグラタン じゃがいも 大豆 鶏肉 たまねぎ えのきたけ しょうが 857.0 37.2

マヨネーズ和え　 チーズ マッシュルーム きゅうり  コーン

根菜みそ汁 米 牛乳 ごぼう 人参

いわしの梅煮 麦 いわし たまねぎ キャベツ きゅうり 766.0 29.1

ゆかり和え　 こんにゃく 油揚げ もやし ゆかり

鶏団子豆乳スープ 丸パン 牛乳 豆腐 ほうれん草 たまねぎ しめじ

チキンハンバーグ じゃがいも 鶏肉 人参 コーン 727.0 34.7

青じそドレッシング和え　 わかめ もやし きゅうり

五目汁　 米 油 砂糖 鶏肉 卵 しょうが 人参

春雨の酢の物　 麦 こんにゃく 牛乳 ハム グリンピース ごぼう ねぎ 784.0 29.6

さといも はるさめ ごま油 鶏肉 厚揚げ しいたけ きくらげ きゅうり

きのこのかきたま汁 米 ごま 牛乳 人参 たまねぎ

信田煮 麦 砂糖 卵 鶏肉 えのきたけ しめじ キャベツ 769.0 28.9

アスパラガスのおかか和え 澱粉 油揚げ しいたけ もやし ｱｽﾊﾟﾗｶﾞｽ

コンソメスープ　 黒糖パン きびなご チーズ 人参 たまねぎ

きびなごカリカリフライ ごま じゃがいも 牛乳 えのきたけ しめじ きゅうり 790.0 30.0

スパゲッティサラダ スパゲティ 鶏肉 もやし キャベツ

18 水

マカロニの洋風煮　 丸パン 砂糖 鶏肉 人参 たまねぎ

レタス じゃがいも 牛乳 チーズ しいたけ えだまめ 818.0 39.4

スライスチーズ マカロニ 大豆 レタス

厚揚げのみそ汁 米 砂糖 牛乳 ハム しいたけ たまねぎ ねぎ

鯛の照り焼き 雑穀 厚揚げ 人参 キャベツ 813.0 36.4

シモンドレッシング和え 鯛 わかめ きゅうり もやし

23 月

クイッティオのスープ にんじんパン 牛乳 人参 たまねぎ

ほうれんそうオムレツ ごま油 豚肉 人参 きくらげ 704.0 27.7

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

豆腐汁 米 砂糖 牛乳 人参 たまねぎ

さばの味噌煮 麦 大豆 ちくわ しいたけ えのきたけ 824.0 30.1

えのきの甘酢和え さば 豆腐 ごぼう きゅうり キャベツ コーン

中華スープ　 食パン 牛乳 たまねぎ 人参

春巻き ごま油 ごま かまぼこ 豚肉 もやし ほうれんそう 716.0 26.7

ナムル　 きくらげ しいたけ もやし

茎わかめのサラダ 米 砂糖 豚肉 しょうが たまねぎ しめじ

甘夏みかんゼリー 麦 じゃがいも 牛乳 茎わかめ 人参 グリンピース 827.0 24.3

ハム キャベツ コーン 甘夏みかん

南関揚げのみそ汁 米　麦 牛乳 たまねぎ えのきたけ

ホキ天玉揚げ ごま 油揚げ ちくわ 人参 キャベツ 883.0 32.3

ごまネーズあえ 大豆 もやし

ミネストローネ ひのくにパン 牛乳 たまねぎ 人参

鶏の香草パン粉焼き じゃがいも パン粉 ベーコン だいず トマト もやし 775.0 35.9

海藻サラダ 鶏肉 海藻 きゅうり

令和４年度　５月　献立予定表

日 曜 主食 牛乳 おかず

主　な　材　料 栄 養 量

9 月 麦ごはん

2 月 麦ごはん

憲　法　記　念　日

み　ど　り　の　日

こ　ど　も　の　日

6 金 麦ごはん

10 火 ミルクパン

11 水 麦ごはん

12 木 丸パン

13 金 そぼろごはん

16 月 麦ごはん

17 火 黒糖パン

25 水 麦ごはん

振　替　休　業　日

19 木 カツ(勝つ)バーガー

20 金 雑穀ごはん

お　弁　当　の　日

24 火 にんじんパン

26 木 食パン

27 金 ポークカレー

30 月 麦ごはん

31 火 ひのくにパン

今年の「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。

今年もあります！「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。

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 

≪今月の天草産≫ 

しいたけ きゅうり まだい きくらげ 雑穀米 


