
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

こんそめすーぷ 牛乳 ウィンナー かぼちゃパン パンこ さとう あぶら たまねぎ にんじん しめじ

べいくどえっぐ たまご ベーコン じゃがいも でんぷん キャベツ コーン えだまめ ピーマン

にんじんさらだ とりにく ほうれんそう

たまねぎのみそしる 牛乳 とうふ あげ こめ 麦 さとう えのきたけ にんじん たまねぎ

いわしうめに いわし わかめ みそ でんぷん　ごま ねぎ キャベツ きゅうり

きゃべつのわふうどれっしんぐあえ （にぼしだし） コーン しそ うめ

もずくいりすましじる 牛乳 とりにく とうふ ちくわ こめ 麦 ごま さとう たまねぎ にんじん  ねぎ

にくづめいなり あげ もずく ぶたにく でんぷん 小麦粉 ごま さやいんげん もやし れんこん ごぼう

いんげんのごまあえ （かつお・こんぶだし）

ごもくじる 牛乳 とりにく 厚揚げ　だいず こめ 麦 こんにゃく じゃがいも ごぼう にんじん しいたけ ねぎ

れんこんつくね ハム あぶら さとう パン粉 でんぷん きゅうり キャベツ たまねぎ

かみかみさらだ （にぼしだし） れんこん しょうが

ぽーくかれー 牛乳 ぶたにく とりにく チーズ こめ 麦 じゃがいも たまねぎ にんじん みかん もも

ささみほうれんそうちーずふらい スキムミルク 豆乳 小麦粉 パン粉 あぶら パイナップル りんご ぶどう 

ふるーつかくてる えだまめ しょうが にんにく ほうれんそう

にくだんごすーぷ 牛乳 とりにく ぶたにく コッペパン 春雨 さとう にんじん きくらげ たまねぎ キャベツ

とまとおむれつ たまご きなこ パン粉 でんぷん あぶら しめじ きゅうり コーン トマト にんにく

えだまめさらだ えだまめ りんご オリーブ シモン葉

ちくぜんに 牛乳 とりにく ちぎりあげ こめ 麦 さといも こんにゃく にんじん れんこん ごぼう

ふんわりとうふばーぐ 厚あげ とうふ  魚のすり身 さとう ごま やまいも あぶら さやいんげん キャベツ きゅうり

ごまずあえ 大豆粉 でんぷん コーン  たまねぎ ねぎ

おやさいつみれじる 牛乳 すけとうだら  とりにく こめ 麦 あぶら はるさめ にんじん だいこん ねぎ ごぼう

あじふらい あげ ちくわ ハム アジ 大豆粉 さとう ごまあぶら でんぷん しいたけ きゅうり もやし かぼちゃ

はるさめさらだ （にぼしだし） 小麦粉 ショートニング ほうれんそう

さといものそぼろに 牛乳 とりにく 大豆 こめ 麦 さといも こんにゃく にんじん たまねぎ さやいんげん

おとうふしゅーまい 厚あげ 天ぷら チーズ ひじき さとう でんぷん すりごま ごぼう キャベツ コーン えだまめ

ひじきのあえもの 魚のすり身 豆乳 大豆 ひじき 小麦粉 きゅうり

かきたまじる 牛乳 ちくわ とうふ たまご こめ 麦 でんぷん さとう あぶら にんじん たまねぎ えのきたけ

いわししょうがに かつおぶし いわし ツナ ごま ごまあぶら ねぎ だいこん

きりぼしだいこんすのもの （かつお・こんぶだし） きゅうり しょうが

みねすとろーね 牛乳 ベーコン 丸パン パンこ マカロニ じゃがいも にんじん たまねぎ キャベツ

てりやきぱてぃ とりにく でんぷん トマト きゅうり えだまめ コーン

こーるすろーさらだ にんにく レモン パイナップル りんご

まーぼーどうふ 牛乳 とうふ ぶたにく こめ 麦 さとう でんぷん ごま たまねぎ にんじん ねぎ もやし

ぎょうざ 大豆　 みそ ごまあぶら 小麦粉 あぶら たけのこ しょうが にんにく

ちゅうかあえ しいたけ きゅうり キャベツ ニラ

たいぴーえん 牛乳 ぶたにく かまぼこ 馬肉 こめ ぷちまる麦 はるさめ きくらげ たけのこ にんじん

うまかころっけ うずら卵 とりにく ごまあぶら じゃがいも たまねぎ キャベツ ねぎ コーン

こーんちきんさらだ あぶら パン粉 さとう こむぎこ きゅうり プルーン レモン

あつあげときゃべつのみそしる 牛乳 厚揚げ こめ 麦 じゃがいも さとう キャベツ にんじん たまねぎ

れんこんとひきにくのてりやき とりにく みそ ごまあぶら パン粉 でんぷん しいたけ ねぎ もやし きゅうり

もやしのあえもの （にぼしだし） ごま コーン れんこん

わかめすーぷ 牛乳 とうふ かまぼこ ぶたにく こめ 麦 さとう ごま にんじん たまねぎ ねぎ

ぶたにくのしょうがやき わかめ しいたけ しょうが しめじ

ゆかりあえ きゅうり キャベツ ゆかり

まかろにのくりーむに 牛乳 とりにく ソフトフランスパン 小麦粉 コーングリッツ にんじん たまねぎ きゅうり

ちきんなげっと スキムミルク ツナ ショートニング さとう マカロニ キャベツ えだまめ

つなさらだ じゃがいも でんぷん パン粉 あぶら にんにく レモン　パイナップル

あおさじる 牛乳 とうふ かまぼこ さば こめ 麦 さとう ごま 米粉 たまねぎ にんじん ねぎ

さばごまみそに かつおぶし とりにく あおさ みそ えのき ほうれん草 もやし

ほうれんそうささみあえ （かつお・こんぶだし）

にくじゃが 牛乳 ぶたにく 厚あげ ちりめん こめ 麦 じゃがいも こんにゃく たまねぎ にんじん さやいんげん

きびなごのかりかりふらい② ちぎりあげ きびなご さとう あぶら でんぷん 米粉 キャベツ きゅうり しょうが

じゃこまめさらだ 大豆 オリーブオイル 玄米粉 水あめ

ちゅうかうまに 牛乳 ぶたにく かまぼこ こめ 麦 さとう ごまあぶら たまねぎ にんじん たけのこ

こーんしゅーまい うずら卵 魚のすり身 豚肉 でんぷん ごま パン粉 キャベツ きくらげ きゅうり

もやしのおかかあえ とうふ かつおぶし 小麦粉 水あめ もやし コーン にんにく しょうが

けんちんじる 牛乳 とりにく とうふ あげ こめ 麦 こんにゃく さとう あぶら しいたけ だいこん にんじん ごぼう

ちぐさやき 卵 チーズ こんぶ ごまあぶら 小麦粉　でんぷん ねぎ たまねぎ ほうれん草 しいたけ

こんぶあえ （かつお・こんぶだし） キャベツ きゅうり 

らびおりすーぷ 牛乳 ベーコン ツナ とりにく 黒糖パン 小麦粉 パン粉 にんじん たまねぎ キャベツ

いわしとおにくのはんばーぐ ぶたにく いわしのすり身 さとう でんぷん ごま れんこん きゅうり みかん

れんこんさらだ・じゅーしー だいず ひじき えだまめ しょうが にんにく

だいずのごもくに 牛乳 とりにく ちぎりあげ 大豆 ぶたにく こめ 麦 じゃがいも こんにゃく にんじん れんこん ごぼう たまねぎ

きゃべつのみんちかつ 厚あげ ちりめん 茎わかめ こんぶ さとう あぶら パン粉　でんぷん コーン さやいんげん えだまめ しょうが

かいそうさらだ わかめ  ふのり とさかのり まふのり 米粉 キャベツ きゅうり 青じそ

29 すい こくとうぱん

30 もく ごはん

27 げつ ごはん

28 か ごはん

23 もく ごはん

24 きん ごはん

21 か ごはん

22 すい そふとふらんすぱん

17 きん ぷちまるごはん

20 げつ ごはん

15 すい まるぱんかっと

16 もく ごはん

13 げつ ごはん

14 か ごはん

9 もく ごはん

10 きん ごはん

7 か ごはん

8 すい あげぱん

3 きん ごはん

6 げつ ごはん

1 すい かぼちゃぱん

2 もく ごはん

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

6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「さやいんげん」 

天草宝島デー「アジ」 

ふるさとくまさんデー 

熊本市の味 


