
７　日 　　　　① ８　日 　　　　① ９　　日 　　　　① １０　日 　　　　①

　　  ⑥のりふりかけ

②黒砂糖パン ③コーンチャウダー
②ごはん ③豚　汁 ②チーズパン ③ピリ辛フォー

 ②麦ごはん　　　　　　　
③つわとたけのこ

の煮物

小　　　605 kcal 中　　　　800 kcal 小　　　716　kcal 中　　　824 kcal 小　　　734　kcal 中　　　895 kcal 小　　　662 kcal 中　　832 kcal

小　　　24.9　ｇ 中　　　　33.8 ｇ 小　　　26.9　ｇ 中　　　32.2 ｇ 小　　　28.8　ｇ 中　　　35.9 ｇ 小　  　26.2　ｇ 中　　34.7ｇ

１３　　日 　　　① １４　　日 　　　① １５　　日 　　　① 1６　　日 　　　　① 1７　　日 　　　　①
⑥ももゼリー

　　　　　⑤ﾏｰｼｬﾙﾋﾞﾝｽﾞ

②麦ごはん　 ③チキンカレー ②コッペパン ③春野菜のシチュー ②麦ごはん
③春キャベツ

のみそ汁 ②ミルクパン
③とり肉と野菜

のトマトスープ煮
②麦ごはん　　　　　　　　　　③麻婆豆腐

エネルギー 小　　　　692 kcal 中　　840 kcal 小　　　690 kcal 中　　879 kcal 小　　654 kcal 中　　794 kcal 小　　648 kcal 中　　830 kcal 小　　709 kcal 中　　863 kcal

たんぱく質 小　　　　25.2 ｇ 中　　30.8 ｇ 小　　　30.7 ｇ 中　　40.7 ｇ 小　　24.7 ｇ 中　　31.0 ｇ 小　　26.5 ｇ 中　　33.7 ｇ 小　　26.4 ｇ 中　　32.5 ｇ

２０　　日 　　　　① ２１　　日 　　　　① ２２　　日 　　　　① ２３　　日 　　　　① ２４　　日 　　　　①
④フルーツポンチ

⑤お祝いクレープ

⑤お祝いクレープ

②麦ごはん ③ハヤシライス ②バターパン 　　　③山菜うどん ②酢めし ③あおのり汁 ②コッペパン ③ポークビンズ ②麦ごはん　　　　　　　　③みそけんちん汁③みそけんちん汁

エネルギー 小　　　685 kcal 中　　　858 kcal 小　　　622 kcal 中　　800 kcal 小　　617 kcal 中　　818 kcal 小　　659 kcal 中　　846 kcal 小　　658 kcal 中　　　838 kcal

たんぱく質 小　　　22.8 ｇ 中　　　29.4 ｇ 小　　　26.4 ｇ 中　　33.5 ｇ 小　　24.4 ｇ 中　　33.6 ｇ 小　　29.5 ｇ 中　　39.2 g 小　　25.6 ｇ 中　　　33.7 ｇ

２７　　日 　　　　① ２８　　日 　　　　① ２９　日 ３０　　日 　　　　①

エネルギー 小　660Kcal
中　834Kcal

たんぱく質 小　26.5ｇ
中　34.2ｇ

②麦ごはん
③揚げとあさりの

みそ汁 ②ミルクパン
③ミートボール

　　　　　　ｼﾁｭｰ 脂　　　肪 小　26.7％

中　25.4％

エネルギー 小　　612 kcal 中　　764 kcal 小　　637 kcal 中　　　869 kcal 小　　622 kcal 中　　　823 kcal

たんぱく質 小　　31.5 ｇ 中　　39.0 ｇ 小　　25.1 ｇ 中　　　33.7 ｇ 小　　25.4 ｇ 中　　　34.1 ｇ

※　各料理は，同じ番号の食品からできています。

いちき串木野市立学校給食センター

月 火 水 木 金

②レーズンパン　　　　　　　　　③ラビオリスープ

（エネルギーに対して）

令和2年度　4 月分　学校給食献立表

入学式
④アスパラガスと
ウインナーのソテー

④れんこん入り つくね
⑤ゆかりあえ

④春巻
⑤ブロッコリーと
カリフラワーのソテー

➃ひじきと田作りの
　　　　　　　　佃煮

始業式
①牛乳③鶏肉　白いんげん豆
牛乳　スキムミルク　④ウインナー

③玉ねぎ　にんじん　コーン　ほうれん草
にんにく　④アスパラガス
きゃべつ

②黒砂糖パン③じゃがいも　油   

④ゴマドレサラダ ④ほうれん草と
コーンのソテー

④羽島の
　ふかしじゃがいも

　　　　⑤マーガリン

④ごぼうとナッツ
　　　　　　　　のｻﾗﾀﾞ

④きびなごの蒲焼
⑤大根の甘酢あえ

④ミンチカツ
⑤そえ野菜
⑥マイティーソース

④ちらし寿司
　　　の具

④さっぱりｻﾗﾀﾞ
⑤いちごｼﾞｬﾑ

④いわしの甘露煮
⑤三色なます

学校休業 学校休業 学校休業

4月の平均栄養量④かつおの腹皮
　　　　　の蒲焼
⑤サワーキャベツ

④ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞの
　トマトソースかけ 昭和の日 ④和風ｻﾗﾀﾞ

学校休業 学校休業 学校休業
　　自分で食べたもので体はつ
　くられます。すききらいなく食
　べましょう。

献
　
立

献
　
立

献
　
立

献
　
立

　　昭和の日は，「激動の日々
  を経て，復興を遂げた昭和の
  時代を顧み，国の将来 に思
  いをいたす」日として２００７
  年に みどりの日から変更さ
  れて制定されました。

            ２０２０年４月より新しい学校給食センターが稼働します！
　　　　　　串木野学校給食センターと市来学校給食センターを統合して「いちき串木野市立学校給
　　　　　 食センター」が西薩中核工業団地内に完成しました。
　           新しい学校給食センターの紹介は，きゅうしょく通信４月号に掲載しています。おいしい給
　　　　　 食が届けられるようにがんばります。

かけても
OK

まぜる

かける

かける



令和2年度 4月 分 学校給食予定献立表¬ センター

月 火 水 木 金

献

　

立

入学式
0アスパラガスと
ウインナーのソテー

②黒砂糖バン   ③コーンチヤウダニ

3ぉ鳥鼻偽《少齢
[ ,orr.,rr',,

O
②ごはん ③豚 汁

讐な電亀リーと蠅秒 働
カリフラワーのソテー

:o σち,

1ヽノ
'

②チーズバン ③ピリ辛フォー

Эひ議
席:|く褒墓菫聖第)磁

③つわとたけのこ
②麦ごはん

主にからだを
つくるもとに
なるもの

牛早Lスキムミルク④ウインナー
D牛乳0豚周 あつめげ 麦みで
4_lつ くね (と り肉 大豆たんぱく)

Эのりひじき かつお粉
0春巻(豚肉)

①牛乳③とり肉 あつあげ
ちくわ こんぶ④ひじき煮千じ
かつお節

主に体の調
子を整えるも

Э玉ねぎにんじんコーン |まうれん軍
にんにく④アスパラガス
きやべつ

Э大根 にんじんごほうこんにゃく
深ねぎしょうが④つくね(玉ねぎれんこん
ンょうが)⑤きやべつ もやしゆかり

乾燥しいたけ)⑤プロッコリーカリフラワー

たけのこ つわぶき いんげん

主に熱や力
になるもの

バン粉 なたね油 でん粉 さとう
Эのりふりかけ(ご ま でんぷん さとう)

②チーズバン③ビーフン油
ごま④春巻(油 豚脂 春雨 でんぶん
小麦粉 さとう 米粉)油 ⑤油

②こめ強化米受③じやがいも油
さとう④ごまさとう

エネルギー

たんぱく質

′
1ヽ    605 kcal 中   800 kcd kcal 中  824 kcd ′

]ヽ   734 kcal 中  895 kcJ ′
1ヽ   662 kcal 中 832 kcal

′卜   249 2 中     3382 ′1ヽ    269 2 中    322 71ヽ    288 g 中  359g ′卜   262 g 由  R47,

献

　

立

gL早レサ易
rf言タ

fI亀咆 Эコッペパン   ③春野菜のシチュー

聾爆饒抒働
口 ⑤マーシャルビンス・

こ)"
働

10  目    ∪

:胤蒲焼曹
大根の甘酢あえく砲国醇ン

③春キャベ
のみそ

'

)麦ごはん

憮:2磁
誘芦蛉肇)麦ご!まん       ③麻婆豆腐

主にからだを
つくるもとに
なるもの

D牛乳③とり肉 大豆 スキムミルク
チーズ ヨーグル ト④ひじき

D牛乳③とり肉 白いんげん豆 牛早L
チーズ スキムミルク④ウインナーいか
0マーシャルビンズ(大豆粉 スキムミルク)

D牛乳③豆腐 生播1ザ わかめ
受みそスキムミルク④きびなご

①牛乳③とり肉 ベーコン ミックスピンズ
(ひ よこ豆 マローファットピース
レッドキドニー)

大豆 赤みそ

主 に体 の調

子を整えるも
③玉ねぎ 人今 にんにくグリンピース
リんごピューレ ④きやべつ きゆうり大根
にんじん コーン

Э玉ねぎ にんじん じめじアスバラカス
にんにく④ほうれん車 コーン

Эきゃべつにんじん 1ヽ松粟
D大根きゅうりにんじん
Э白桃ピューレ

0玉ねぎ にんじん きやべつ
ダイストマトプロッコリー ′`セリ
にんにく

Эにんじんたけのこ玉ねぎにら
千ししいたけにんにくしょうが④ごぼう
にんじんきゅうり

主に熱やカ
になるもの

relこ め 強化米 愛131じ ゃがいも
マーガリン ④ごま ねりごま さとう
ごま油

②コッベバン 0じやがいも 生クリーム
マーガリン 油 ⑤マーシャルヒ・ンス(油 さとう)

②こめ 強化米 麦③塁芋 ④油
でんぶん さとう きびなご(′ 1ヽ 麦粉)

⑤さとう⑥水あめ果相
⑥マーガリン

Эこめ 強化米 麦③ごま油 でん粉
さとう④ビーナッツ ごま
さとうノンエッグマヨネーズ

エネルギー

たんばく質

ノ
lヽ   692 kcal 中   840 kcal ′

Jヽ    690 kcal 中  879 kcai ′
lヽ   654 kcal 中 794 kcd ′

Jヽ   648 kcal 中  830 kcal ノJヽ   709 kcal 中  863 kcal

′
1ヽ     252g 中 30.88 ′

lヽ   30.7g 中 407g ′
]ヽ  24.7g 中  31.Og ′

1ヽ  26.5g 中  337g ′Jヽ  264g 中  325g

献

　

立

シルーツポン
聰沙  國

Э麦ごはん    ③ハヤシライス

◎
・F~みの嚇)酢めし "

コッペバン   ③ポークビンズ

諏f聰0磁
メ ｀

主にからだを
つくるもとに
なるもの

Э牛乳③牛肉 チーズ スキムミルク 0牛乳 0とり因 調めlザ わかめ
④ミンチカツ(豚肉 大豆たんばく
とり肉 大豆粉)

卵スキムミルク③魚そうめん(魚肉)豆腐
青きのり⑤クレープ(豆乳)

ガルバンゾー チーズ スキムミルク 麦みそ④いわしの甘露煮(いわし
昆布エキス かつおエキス)

主に体の調
子を整えるも

③にんじん 玉ねぎ クリンヒース
トマトビューレ オニオン にんにく
④みかん もも ′ヽイン なし果汁

Э玉ねぎ にんじん たけのこ 山粟
(わらびえのき たけのこ)干ししいたけ
葉ねざ ④ミンチカツ(玉ねぎ)⑤きゃべつ
⑥トマト玉ねぎ りんご にんじん セロリ

ン・リンピース③えのきだけ :こんじん葉ねぎ
Эクレープ(いちごピューレいちご果汁)

にんにく④きゃべつ いんげんもやし
コーンレモン果汁⑤いちご

0大 根 にん じん ごほう こんにゃく

粟ねぎ しょうが ④いわしの甘露煮(

しょうが しいたけエキス)⑤大根 きゅうり

主に熱やカ
になるもの

つこめ強化米 麦③じやがいもマーガリン
D梨ゼリー(さ とう)④ぶどう糖液 さとう ミンチカツ(バン粉 でんぶん さとう)

0さとう

②こめ 強1ヒ 米 さとう0溜 ごとつこま
③じゃがいも 魚そうめん(さ とうでんぶん
水あめ)油 ⑥クレープ (さ とう油脂
水あめ 油  でんぶん)

υコッペバン③じゃがいも 油
Dさとう油⑤さとう ④いわしの甘露煮(さ とうStどう糖

でんぷん)⑤さとう

エネルギー

たんぱく質

′
Jヽ   685 kcal 中  858 kcd ′1ヽ    622 kcal 中  800 kca: ′lヽ  617 kcal 中  818 kcd ′

1ヽ  659 kcai 中  846 kcJ ′
1ヽ   658 kcal 中  838 kcd

Jヽ    22.8g 中  29.4g ′
1ヽ   264g 中 33.5g Jヽ   24.4g 中 33.6g ′

Jヽ  29.5g 中 392g ′jヽ  25.6g 中  337g

献

　

立

27  日
)か つおの腹皮

の蒲焼
)サ ワーキャベツ

)麦 ごはん
み そ

①

磁

← ③とり

ZO  ロ
)ヽンヽ・―ク・の
トマトソースかけ

②レーズンバン      ③ラピオリスープ

齢

○針◎ 昭和の日は,「 激動の日々

を経て,復興を遂げた昭和の

時代を顧み,国の将来 に思
いをいたす」日として2007
年に みどりの日から変更さ
れて制定されました。

昭和の日
じ
磁

,U    ロ

コ風サラダ

⑪

Φ
ル

"~③
W

4月 の平均栄養量

エネルギー 小 660Kcd

中 834Kcal

たんぱく質  小 26.5g

中  34.2g

脂  肪  小 26.7%

中 25.4%
(エネルギーに対して)

主にからだを
つくるもとに
なるもの

0牛乳⑤あさり主あげ豆顧
麦みそスキムミルク④かつお腹皮

υ牛手LCラビオリ(豚肉)ウインナー
④ハンハ・―グ (と り肉檀物性たんぱく質
豚月日 豚肉)

①牛撃L③ミートボール(と り肉豚内)牛撃t
白いんげんペーストスキムミルク
テーズ④わかめ

主に体の調
子を整えるt

Э玉ねぎ 4ヽ 松粟 にんじん 薬ねき
しょうが④しょうが ⑤きゃべつ
レモン果汁

9ラビオリ(五ねぎ)きやべつ 玉ねぎ にんじん
セヽリ④トマトビューレダイストマトじめじ五ねぎ

③玉ねぎ |こんじん じめじ にんにく
ミートボール(玉ねぎ)④きゅうり にんじん
きゃべつ もやし コーン レモン果汁

自分で食べたもので体はつ

くられます。すききらいなく食
べましょう。

主に熱やカ
になるもの

υこめ強化米 愛0じやがいも
Эでんぶん 油 さとう⑤さとう油

②レーズンバン ③ラビオリ(1ヽ 麦粉 油
でんぶんバtどう精バン粉 じゃがいも油
④′ヽンハーク・(油 うtどう精 バン粉でんぶん)

オリープオイル さとう

水あめ ,自 )じ ゃがいも 生クリーム

マーガリン0さとうごま

エネルギー

たんぼく質

′lヽ   612 kcai 中  764 kcal ′Jヽ   637 kcal 中  869 koJ ′
1ヽ  622 kcal 中  823 kcal

′1ヽ  315g J卜   39.Og ′
1ヽ  251g 中  33,7g ′1ヽ  254g 中  341g

※ 品からできてい

20"年 4n_上り新しい学校給食センターが稼働します !

串木野学校給食センターと市来学校給食センターを統合して「いちき串木野市立学校給
食センター」が西薩中核工業団地内に完成しました。
新しい学校給食センターの紹介は,きゅうしょく通信4月 号に掲載しています。おいしい給
食が届けられるようにがんばります。
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