
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)

わかめじる こめ あぶら ぎゅうにゅう とうふ にんじん
ぎょうざ むぎ ちくわ ぶたにく たまねぎ しいたけ にら 623 22.0
やさいいため こむぎこ わかめ キャベツ もやし
オニオンスープ かぼちゃパン さとう ぎゅうにゅう かぼちゃ たまねぎ にら
さかなフライ あぶら とりにく ベーコン にんじん コーン 639 25.3
ジャーマンポテト じゃがいも ホキ グリンピース しめじ
ちゅうかふうスープ　 こめ あぶら さとう ぎゅうにゅう たまねぎ にんじん
とりのからあげ むぎ ごまあぶら こむぎこ たまご キャベツ しいたけ 662 23.6
カシューナッツあえ　 でんぷん カシューナッツ だいず とりにく しょうが にんにく きゅうり
あつあげのみそしる こめ あぶら ぎゅうにゅう しいたけ たまねぎ ねぎ
かみかみあげ むぎ あつあげ いか たまご にんじん ごぼう 639 23.6
あおじそドレッシングあえ こむぎこ だいず とりにく わかめ もやし きゅうり 
ビーフンじる ミルクパン さとう ぎゅうにゅう たまねぎ にんじん
あつやきたまご こむぎこ ビーフン ぶたにく あおのり たけのこ えのきたけ ねぎ 702 28.3
あおのりビーンズ ごまあぶら あぶら たまご だいず しいたけ ごぼう
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
いわしのおかかに むぎ だいず ちくわ しいたけ えのきたけ 619 26.2
くきわかめのサラダ いわし ハム わかめ ごぼうキャベツ コーン
ポークビーンズ しょくパン さとう ぎゅうにゅう きびなご たまねぎ キャベツ
きびなごカリカリフライ パンこ マヨネーズ ごま だいず いりこ トマト きゅうり 683 29.4
かみかみサラダ じゃがいも あぶら アーモンド ぶたにく だいず にんじん
かきたまじる こめ あぶら ぎゅうにゅう ゆかり にんじん
だいずとごぼうのメンチカツ むぎ さとう ごま たまご いか たまねぎ えのきたけ しめじ 658 24.0
かみかみきんぴら でんぷん とりにく だいず しいたけ たけのこ ごぼう
けんちんじる こめ ごま ぎゅうにゅう とうふ にんじん ねぎ
さばのしょうがに むぎ こんにゃく とりにく しいたけ キャベツ 633 24.5
のりあえ さといも さば のり しめじ きゅうり
コンソメスープ　 こくとうパン さとう ぎゅうにゅう にんじん たまねぎ
レバーマリアナソース くろざとう とりにく ひじき えのきたけ しめじ 626 25.0
キャベツとひじきのサラダ じゃがいも あぶら レバー だいず もやし キャベツ
とうふのちゅうかに こめ さとう ぎゅうにゅう とうふ にんじん たけのこ
ちぐさやき むぎ ごまあぶら とりにく たまご しいたけ きくらげ 654 26.1
ちゅうかきゅうり でんぷん だいず たまねぎ グリンピース きゅうり

はるさめスープ　 まるパン さとう ぎゅうにゅう にんじん たまねぎ
さかなのカレーマヨチーズやき はるさめ マヨネーズ ぶたにく ホキ たけのこ しいたけ 614 27.2
アスパラガスいため ごまあぶら あぶら チーズ ベーコン もやし アスパラガス
ぶたじる こめ あぶら さといも とりにく ひじき たまねぎ きゅうり
バンサンスー むぎ こんにゃく さとう ぎゅうにゅう ロースハム にんじん いんげん 606 20.6

マロニー ごま ごまあぶら ぶたにく あつあげ しいたけ きゅうり
いちょうばじる こめ さとう ぎゅうにゅう だいず にんじん ごぼう トマト
チンジャオロース むぎ じゃがいも とりにく しいたけ ピーマン しょうが 590 24.3
ミニトマト ごまあぶら でんぷん あぶら ぶたにく しめじ たけのこ たまねぎ にんにく

ペペロンチーノ ココアパン さとう ぎゅうにゅう にんじん しめじ アスパラガス

トマトオムレツ あぶら アーモンド ベーコン ぶたにく エリンギ たまねぎ にんにく 687 29.0
アスパラサラダ スパゲッティ たまご ハム きゅうり コーン
ごもくじる こめ さとう ぎゅうにゅう かまぼこ にんじん ごぼう
とりのてりやき むぎ こんにゃく とりにく わかめ しいたけ ねぎ 619 25.2
わふうサラダ じゃがいも あつあげ コーン キャベツ
ぐだくさんスープ しょくパン あぶら ぎゅうにゅう たまねぎ にんじん
さかなのあまずあんかけ ごまあぶら とりにく キャベツ きくらげ えのきたけ 697 28.8
わふうドレッシングあえ でんぷん さとう だいず ホキ しいたけ きゅうり もやし
ごまネーズあえ こめ ごま 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 ちくわ にんじん キャベツ 727 21.3

だいず グリンピース もやし ふくじんづけ

なめこのみそしる こめ ごま ぎゅうにゅう とうふ なめこ にんじん
いわしのうめに むぎ あぶらあげ えのきたけ たまねぎ ねぎ 608 25.9
こうみあえ いわし きゅうり キャベツ  もやし
ベーコンじゃがスープ コッペパン さとう ぎゅうにゅう たまねぎ ほうれんそう しょうが

とうふのミートグラタン じゃがいも ベーコン とうふ とりにく にんじん にんにく あまなつみかん 621 25.6
あまなつサラダ あぶら オリーブあぶら だいず チーズ マッシュルーム キャベツ きゅうり

のっぺいじる こめ さとう ぎゅうにゅう にんじん ごぼう
さばのごまみそに むぎ こんにゃく とりにく わかめ ねぎ きゅうり 659 24.0
きゅうりのすのもの さといも ごま あつあげ さば もやし
はっぽうさい ひのくにパン さとう ぎゅうにゅう キャベツ にんじん たまねぎ
シュウマイ ごま でんぷん ぶたにく いか もやし ほうれんそう もやし 671 31.0
ナムル ごまあぶら かまぼこ うずらのたまご たけのこ きくらげ しいたけ ねぎ 

令和４年度　６月　こんだてよていひょう

おもなざいりょう えいようりょう

６月４日～１０日までは「歯と口の健康習慣」です！

歯と口の健康を守るために、食べ物や食べ方に気を付ける

ことは大切です。いろいろなものをバランスよく食べ、よく

かんで食べることも歯の健康につながります。

よくかんで食べると、むし歯予防、集中力アップ、食事を

味わえるなどとよいことがたくさんあります。

か ミルクパン

8 すい むぎごはん

9 もく しょくパン

10 きん ゆかりごはん

給食では、６月６日(月)～１０日(金)を『かみかみ献立』に

しています。よくかむことを意識して食べましょう！

ひ よう しゅしょく
ぎゅう
にゅう おかず

1 すい むぎごはん

2 もく かぼちゃパン

3 きん むぎごはん

6 げつ むぎごはん

7

13 げつ むぎごはん

14 か こくとうパン

15 すい むぎごはん

16 もく まるパン

17 きん ひじきごはん

20 げつ むぎごはん

21 か ココアパン

22 すい むぎごはん

23 もく しょくパン

29 すい むぎごはん

30 もく ひのくにパン

24 きん カレーライス

27 げつ むぎごはん

28 か コッペパン

≪今月の天草産≫ 

しいたけ きゅうり きくらげ たまねぎ キャベツ いんげん 

６日～１０日 
かみかみ献立 

ふるさとくまさんデー 
(上益城地区) 

新和学校給食センター 


