
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)

とうふじる こめ ごま ぎゅうにゅう とうふ にんじん たまねぎ だいこん

とりのしょうがやき むぎ さとう だいず ちりめん しいたけ えのきたけ ごぼう 600 24.5

きりぼしだいこんあえ ごまあぶら とりにく しょうが  キャベツ きゅうり

コンソメスープ　 ミルクパン さとう ぎゅうにゅう ぶたにく にんじん たまねぎ きゅうり

かぼちゃのチーズカップやき あぶら じゃがいも とりにく いりこ えのきたけ しめじ かぼちゃ 657 27.4

かみかみサラダ アーモンド　マヨネーズ だいず チーズ もやし えだまめ マッシュルーム キャベツ 

ぶたじる こめ ごま ぎゅうにゅう さば にんじん たまねぎ

さばのみぞれに むぎ こんにゃく ぶたにく　とりにく ごぼう こまつな 688 24.7

こまつなのごまあえ さといも さとう あつあげ　みそ もやし 

にくだんごスープ　 こめ さとう ぎゅうにゅう いわし はくさい たまねぎ しょうが

いわしのトマトに むぎ ごまあぶら とりにく にんじん きゅうり 608 25.7

コーンサラダ　 だいず しいたけ キャベツ コーン もやし

みそラーメン しょくパン さとう ぎゅうにゅう もやし きゅうり にんにく

メンチカツ ごまあぶら ぶたにく　みそ にんじん たまねぎ にら 762 29.5

かいそうサラダ　 めん あぶら かいそう きくらげ コーン しょうが

ごもくじる こめ さとう ぎゅうにゅう たまご にんじん ごぼう

あつやきたまご むぎ こんにゃく とりにく ちりめん しいたけ ねぎ キャベツ 600 24.8

じゃこサラダ さといも あつあげ もやし えだまめ

ミネストローネ　 ココアパン さとう ぎゅうにゅう きびなご たまねぎ にんじん

きびなごカリカリフライ マカロニ　あぶら ベーコン トマト 678 26.8

マカロニサラダ ごま じゃがいも だいず ツナ きゅうり コーン

カシューナッツあえ こめ さとう ぎゅうにゅう しょうが たまねぎ ごぼう

ふくじんづけ むぎ じゃがいも ぎゅうにく にんじん しめじ いんげん 657 19.6

カシューナッツ ごまあぶら キャベツ きゅうり もやし

はくさいのみそしる こめ あぶら ぎゅうにゅう とうふ はくさい たまねぎ えのきたけ

れんこんのはさみあげ むぎ ごま さとう ちくわ　わかめ にんじん きゅうり 585 19.3

ふゆのすのもの みそ れんこん だいこん

ポトフ コッペパン さとう ぎゅうにゅう　ぶたにく キャベツ にんじん

ハンバーグ じゃがいも　こむぎこ ソーセージ　ぎゅうにく たまねぎ みかん きゅうり 612 27.2

みかんサラダ パンこ だいず　たまご　わかめ

おでん こめ はるさめ ぎゅうにゅう ちくわ だいこん きくらげ

はるさめのすのもの むぎ こんにゃく とりにく てんぷら あつあげ にんじん きゅうり 659 24.6

つけもの さといも さとう ごまあぶら うずらのたまご たまご ハム もやし 

ごもくビーフン かぼちゃパン さとう ぎゅうにゅう かぼちゃ にんじん もやし

ぎょうざ ビーフン ぶたにく　わかめ たまねぎ キャベツ ねぎ 711 23.3

あおじそドレッシングあえ あぶら とりにく たけのこ しいたけ きゅうり

たまごスープ こめ あぶら ぎゅうにゅう たちうお たまねぎ にんじん

たちうおフライ むぎ ごまあぶら たまご　だいず もやし キャベツ れんこん 656 21.3

17 きん むぎごはん こんさいサラダ でんぷん ごま ツナ きくらげ しいたけ ごぼう

こそでだごじる こめ あぶら ぎゅうにゅう ちくわ たまねぎ しいたけ

さんまのしょうがに むぎ さとう とりにく　さんま にんじん はくさい 705 28.1

20 げつ むぎごはん ごぼうのあまからがらめ こむぎこ　さつまいも あぶらあげ　だいず ごぼう

はるさめスープ しょくパン さとう ぎゅうにゅう にんじん キャベツ

ちくわのカレーこあげ はるさめ  こむぎこ とりにく　ちくわ もやし えのきたけ 639 25.4

アーモンドサラダ　 あぶら アーモンド　マヨネーズ たまご　とりにく ほうれんそう きゅうり えだまめ

かぼちゃのみそしる こめ ぎゅうにゅう　 かぼちゃ たまねぎ しめじ

ちぐさやき むぎ たまご とりにく にんじん キャベツ 628 21.3

22 すい むぎごはん ゆずごまあえ あぶらあげ　みそ きゅうり もやし

ポークビーンズ まるパン さとう ぎゅうにゅう たまねぎ 

てりやきチキン じゃがいも ぶたにく トマト にんじん

シーザーサラダ　 クルトン だいず キャベツ

23 もく まるパン セレクトデザート とりにく　ハム きゅうり

ぐだくさんスープ　 こめ さとう ぎゅうにゅう　ぎゅうにく ねぎ にんにく ほうれんそう

ひじきくるみサラダ あぶら ごま ごまあぶら たまご　とうふ もやし はくさい キャベツ 606 23.6

くるみ とりにく　ひじき たまねぎ にんじん しいたけ  きゅうり

令和３年　１２月　こんだてよていひょう

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 えいようりょう

1 すい むぎごはん

2 もく ミルクパン

3 きん むぎごはん

6 げつ むぎごはん

7 か しょくパン

8 すい むぎごはん

9 もく ココアパン

10 きん ふゆやさいカレー

13 げつ むぎごはん

14 か コッペパン

15 すい むぎごはん

16 もく かぼちゃパン

21 か しょくパン

自分たちの育った郷土を愛する心を育ててほしいと思います。

778
767
698

29.7
29.3
28.4

24 きん ビビンバ

※都合により、献立や材料が変更になる場合があります。
毎月１９日は食育の日「ふるさとくまさんデー」
　毎月１９日は、食について考える日です。給食では、この１９日前後に

「ふるさとくまさんデー」を設け、熊本県産の食材や郷土料理を取り入れた給食を

提供したいと思います。熊本の自然や文化・産業などに関心や理解を深め、

１２月２３日は、クリスマスセレクトデザート給食です！
　１２月の行事といえば、クリスマスですね。イエス・キリストの誕生日として

知られているお祭りで、日本でもチキンやケーキを食べて楽しむ人が多いですね。

　そこで、２３日は特別に、３つのデザートの中から、自分が食べたいものを

１つだけ選んで食べる「クリスマスセレクトデザート給食」です！お楽しみに！

新和学校給食センター 

≪今月の天草産≫ 

しいたけ 

きゅうり いんげん 

たちうお 

ふるさとくまさんデー 
(菊池地区) 

冬至献立 

天草宝島お魚給食 

クリスマス  
セレクトデザート給食 


