
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

さつまじる 牛乳 鶏肉 豆腐 いわし こめ 麦 さつまいも 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 （にぼしだし） みそ かつおぶし さとう ごま でんぷん きゅうり しそ 梅

もやしのおかかに

はるさめすーぷ 牛乳 豚肉 かまぼこ 鶏肉 こめ 麦 はるさめ ごま油 きくらげ にんじん たまねぎ

れんこんつくね 大豆粉 パン粉 油 でんぷん もやし ねぎ ほうれん草 しょうが

ほうれんそうさらだ さとう キャベツ れんこん れもん パイナップル

あつあげのそぼろに 牛乳 鶏肉 天ぷら 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

しいらふらい 絹あげ シイラ 大豆粉 さとう でんぷん 油 小麦粉 きゅうり キャベツ だいこん なす れんこん

かわりあえ ショートニング ごま なたまめ しょうが しその葉

かぼちゃのくりーむに 牛乳 ベーコン ツナ 鶏肉 黒糖パン マカロニ さとう にんじん たまねぎ かぼちゃ

とまとおむれつ スキムミルク シチュールー でんぷん 油 きゅうり キャベツ えだまめ

つなさらだ たまご トマト

わんたんすーぷ 牛乳 かまぼこ 鶏肉 こめ 麦 小麦 ごま油 たまねぎ にんじん キャベツ

てりやきちきん 大豆粉 さとう でんぷん ねぎ きくらげ コーン

にんじんさらだ オレンジ レモン

あおさじる 牛乳 豆腐 かまぼこ チーズ こめ 麦 ノンエッグマヨネーズ さつまいも たまねぎ にんじん ねぎ

いわしかりかりふらい あおさ ひじき いわし ごま しゃがいも でんぷん 玄米粉 もち粉 えのき  キャベツ しょうが

ひじきのあえもの･おつきみだんご （かつお・こんぶだし） さとう オリーブオイル 油 米粉 きゅうり

わかめすーぷ 牛乳 豆腐 かまぼこ ツナ こめ 麦 さとう ごま油 にんじん たまねぎ ねぎ

ぎょうざ わかめ 鶏肉 豚肉 大豆粉 小麦粉 でんぷん 油 しいたけ もやし きゅうり 

もやしのちゅうかあえ キャベツ ニラ にんにく しょうが

きのこのみそしる 牛乳 豆腐 油あげ  さば こめ 麦 さとう でんぷん にんじん たまねぎ ねぎ

さばしょうがに 鶏肉 みそ わかめ さといも 油 えのき しめじ しいたけ しょうが

たまねぎどれっしんぐあえ （にぼしだし） きゅうり もやし 赤ピーマン

こんそめすーぷ 牛乳 チキンウィンナー ハム 米粉パン じゃがいも キャベツ たまねぎ にんじん

ささみほうれんそうちーずふらい 大豆 大福豆 金時豆 ノンエッグマヨネーズ しめじ きゅうり コーン えだまめ

びーんずさらだ 鶏肉 チーズ 小麦粉 パン粉 あぶら ほうれん草

だいずのいそに 牛乳 鶏肉 大豆 絹揚げ ちぎりあげ こめ 麦 こんにゃく じゃがいも にんじん いんげん たまねぎ ねぎ

ふんわりとうふばーぐ ひじき 豆腐 魚肉すりみ さとう ごま やまいも 油 キャベツ きゅうり コーン

ごまずあえ 大豆粉 でんぷん れんこん

しらたまだんごじる 牛乳 ちくわ 鶏肉 こめ 麦 白玉だんご 油 にんじん ねぎ ごぼう しいたけ

とりのてんぷら 卵 米粉 小麦粉 でんぷん ごま れんこん きゅうり 青しそ 梅

れんこんさらだ （かつお・こんぶだし）

らびおりすーぷ 牛乳 ベーコン 豚肉 鶏肉 コッペパン パンこ 小麦粉 油 にんじん たまねぎ キャベツ

たいふらい たい　大豆粉 ノンエッグマヨネーズ ごま ほうれん草 きゅうり えだまめ

ごまねーずあえ ショートニング さとう にんにく 

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

ちきんなげっと スキムミルク カレールー でんぷん パン粉 小麦粉 パインアップル みかん もも えだまめ

ふるーつかくてる 豆乳 コーングリッツ 油 さとう りんご ぶどう  にんにく しょうが

ごもくじる 牛乳 鶏肉 厚揚げ 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

しおさば さば 昆布 さとう ごま油 キャベツ きゅうり 

こんぶあえ （にぼしだし）

もずくのすましじる 牛乳 豆腐 ちくわ ちりめん もずく こめ 麦 さとう ごま油 たまねぎ にんじん  ねぎ

いわしのおかかに いわし かつおぶし ごま でんぷん キャベツ きゅうり

ごまじゃこあえ （かつお・こんぶだし）

はっぽうさい 牛乳 豚肉 鶏肉 うずら卵 こめ 麦 さとう たけのこ にんじん しいたけ

こーんしゅうまい かまぼこ 魚肉すりみ 豆腐 ごま油 ごま でんぷん パン粉 たまねぎ キャベツ ねぎ もやし

ばんばんじーさらだ 小麦粉 きゅうり しょうが とうもろこし

ちきんびーんず 牛乳 鶏肉 大豆 にんじんパン じゃがいも さとう たまねぎ にんじん きゅうり

わかどりのぴかた チーズ 卵 パン粉 でんぷん 油 小麦粉 キャベツ コーン えだまめ

いたりあんさらだ 米粉 にんにく パセリ 赤ピーマン

あまくさだいおうのうまに 牛乳 鶏肉 てんぷら こめ 麦 さといも こんにゃく にんじん れんこん ごぼう

ししゃもふらい 厚揚げ しゃも 大豆 さとう 油 パン粉 小麦粉 いんげん きくらげ

しそきくらげあえ でんぷん ごま きゅうり キャベツ

ぶたじる 牛乳 豚肉 鶏肉 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

にくづめいなり 絹揚げ みそ さとう でんぷん 小麦粉 ごぼう ほうれん草 たまねぎ

ほうれんそうのあえもの （にぼしだし） れんこん しょうが

30 きん ごはん

28 すい にんじんぱん

29 もく ごはん

26 げつ ごはん

27 か ごはん

21 すい ごはん

22 もく ごはん

16 きん ごはん

20 か こっぺぱんかっと

14 すい こめこぱん

15 もく ごはん

12 げつ ごはん

13 か ごはん

8 もく ごはん

9 きん ごはん

6 か ごはん

7 すい こくとうぱん

2 きん ごはん

5 げつ ごはん

ひ よう しゅしょく
ぎゅう
にゅう

おかず

９がつ こんだてよていひょう 

天草宝島デー「サバ」 

ふるさとくまさんでー 

宇城の味 

天草産真鯛の日 

天草大王の日 

お魚給食の日「シイラ」 

お月見献立 


