
エネルギー

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 たんぱくしつ

魚のマヨネーズやき 牛乳　ホキ こめこいりかぼちゃパン ぱんこ たまねぎ キャベツ きゅうり 653

シモンドレッシングサラダ ベーコン こむぎこ　シモンドレッシング ホールコーン 26.3

ラビオリスープ とり肉　ぶた肉 ノンエッグマヨネーズ　油 にんじん　パセリ

ひじきシュウマイ 牛乳　あつあげ　たまご 米　麦　さとう　油 つぼづけ きゅうり キャベツ 697

かりかりきゅうり ぶたミンチ　ひじき じゃがいも たまねぎ こんにゃく　にんじん 30.6

おやこに とり肉 でんぷん　こむぎこ グリンピース　しいたけ　しょうが

松風やき 牛乳　とりミンチ　ぶたミンチ 米　麦　でんぷん　さとう ねぎ しょうが きゅうり 653

はるさめのすのもの たまご　おから　ハム ごま にんじん　たまねぎ 26.0

だいこんのみそ汁 油あげ　麦みそ　　（にぼし） はるさめ だいこん　はくさい　しいたけ

ぶたキムチ 牛乳　あつあげ　ぶた肉 米　麦　さとう　ごま油 はくさいキムチ　ねぎ　しいたけ 641

だいこんのナムル ちくわ　とりささみ ごま　さといも　油 にんじん　たまねぎ　ごぼう　にら 25.4

のっぺい汁 とり肉　　　　　（にぼし） でんぷん たけのこ きゅうり だいこん こんにゃく

ぶどうゼリー 牛乳　牛肉　とりささみ しょくパン さとう うどん　イナアガー りんご　れんこん 630

れんこんサラダ くろまめきなこクリーム　ぶどうジュース きゅうり　はくさい　ねぎ 22.2

肉うどん 　　　　　　　　（にぼし） ごましょうゆドレッシング　 にんじん　しょうが　 たまねぎ　しいたけ

ピリカラからあげ 牛乳　てんぷら　とり肉 米　麦　さとう　油 ねぎ しょうが　にんじん 646

五色きんぴら わかめ　油あげ　とうふ じゃがいも　ごま油 たまねぎ　はくさい 28.3

はくさいのみそ汁 こんぶ　麦みそ　　（にぼし） さといも しいたけ　いんげん

魚のあまずあんかけ 牛乳　白身魚　あつあげ 米　麦　油　さとう たまねぎ 　ホールコーン　えだまめ 665

さといもサラダ かつお節　ぶた肉 でんぷん　こむぎこ ゆかり こんにゃく しめじ ねぎ 26.9

さつま汁 麦みそ　　　　　（にぼし） さといも ごま さつまいも しいたけ　にんじん　だいこん

牛乳　たまご　ハム しょくパン さとう レタス　 きゅうり　パセリ 657

レタスサラダ ぶた肉　だいず 油　じゃがいも ホールコーン たまねぎ 29.7

ポークビーンズ グラニューとう にんじん　えだまめ

さんまおかかに 牛乳　とり肉　とうふ 米　麦　油 しいたけ　ねぎ　いんげん 648

スパサラダ さんま　かつお節　ひじき スパゲティ　さとう にんじん　きゅうり　えのき 24.8

はんぺん汁 はんぺん　（かつお節・出し昆布） ノンエッグマヨネーズ ホールコーン　たまねぎ

手作りコロッケ 牛乳　ぶたミンチ　たまご こめこパン じゃがいも ぱんこ たまねぎ　にんじん　はくさい 663

ヨーグルト 油あげ　ヨーグルト　とり肉 こむぎこ　油　さつまいも グリンピース　ごぼう　だいこん 30.6

せんだご汁 　　　　　　　　（にぼし） さつまいもでんぷん　でんぷん しいたけ　ねぎ

さばゆずみそに 牛乳 さば　たまご　とうふ 米　麦　油　ごま油　さとう こんにゃく たまねぎ ねぎ 635

こんにゃくおかかあえ てんぷら　かつお節　とり肉 こめこ にんじん　ゆず 28.3

かき玉汁 ちくわ　みそ 　わかめ　（にぼし） ごま いんげん

たちうおフライ 牛乳　だいず　たちうお 米　麦　油　じゃがいも きゅうり キャベツ きくらげ　にんにく 628

カミカミサラダ ちりめん　ハム　かまぼこ でんぷん　ぱんこ　さとう にんじん　たまねぎ　しょうが 22.4

肉団子としょうがのスープ とりミンチ ごまじょうゆドレッシング しめじ ねぎ はくさい　にら

てりやきパティ 牛乳　ハム　ベーコン まるパン じゃがいも 油 きゅうり　にんじん　にんにく 682

かぼちゃサラダ とり肉 ノンエッグマヨネーズ かぼちゃ たまねぎ キャベツ 25.6

ミネストローネ マカロニ　ぱんこ　でんぷん トマト　パセリ

魚ののりマヨネーズやき 牛乳　白身魚　わかめ 米　麦　さとう　ごま油 ねぎ きゅうり ごぼう 632

わかめとコーンのサラダ ぶた肉　とうふ　のりつくだに ノンエッグマヨネーズ レタス　こんにゃく　しょうが 28.8

みそけんちん汁 麦みそ　赤みそ（かつお節・出し昆布） さといも　油 にんじん　ホールコーン しいたけ

クリスピーチキン 牛乳　カニ風味かまぼこ　スキムミルク コッペパン 油 じゃがいも ブロッコリー　しめじ　レタス 667

ブロッコリーサラダ とり肉 クリスマスケーキ　ぱんこ ホールコーン たまねぎ はくさい 28.6

クリームシチュー わふうドレッシング　さとう　こむぎこ にんじん　グリンピース　パセリ

あつやきたまご 牛乳　たまご　ハム 米　麦　油　さとう ねぎ たまねぎ きゅうり 696

マカロニサラダ あつあげ さといも　マカロニ　さつまいも にんじん　だいこん 25.1

こんさいのみそ汁 麦みそ　　　　　　（にぼし） ノンエッグマヨネーズ しいたけ　ごぼう

てりやきチキン 牛乳　だいず　とり肉 米　麦　油　さとう しょうが キャベツ 663

にんじんサラダ ツナ　スキムミルク でんぷん　じゃがいも にんじん　たまねぎ　りんご 28.2

ホールコーン にんにく

23 木 むぎごはん

24 金 カレーライス

21 火 むぎごはん

22 水 コッペパン
クリスマスケーキ

17 金 むぎごはん

20 月 セルフバーガー
（まるパンカット）

15 水 こめこパン

16 木 むぎごはん

13 月 フレンチトースト

14 火 ひじきごはん

9 木 むぎごはん

10 金 むぎごはん

7 火 むぎごはん

8 水
しょくパン
くろまめきなこク
リーム

3 金 むぎごはん

6 月 ふ　り　か　え　きゅ　う　ぎょ　う　び

1 水
こめこいり
かぼちゃパン

2 木 むぎごはん

１２月　　学校給食献立予定表

ひ よう しゅしょく ぎゅう
にゅう おかず

ざいりょう

 せんだご汁は、天草の郷土料理です。じゃがいもや
さつまいものでんぷんを使っただんご汁です。せんだ
ご汁の「せん」とは、漢字で「洗」と書きます。天草で
は、昔からすりおろしたさつまいもを洗って、でんぷん
を作っていました。このいものでんぷんのことを「洗
（せん）」といいます。洗を使って作っただんご汁をせ
んだご汁といいます。 

Ｒ3． 

五和学校給食センター 

ふるさとくまさんデー 

ふるさとくまさんデー 

 食育の

クリスマスメニュー 

お魚給食の日 

ふるさとくまさん 
天草宝島デー 

 さといもがおいしい季節は、秋から冬にかけてです。
給食では、天草市楠浦町で育てられたさといもを使
用しています。冬に向かっておいしくなるさといもは、
体に良い栄養素がたくさん含まれています。皮をむ
くとかゆくなる成分をもつさといもですが、料理をして
味がしみたさといもは、とろっとしておいしいです。 

さといも １２月１０日（金）の給食 
 

１２月１５日（水）の給食 

せんだご汁 


