
黄 赤 緑 エネルギー たんぱく質

主にエネルギーになる 主に体の組織をつくる 主に体の調子を整える (kcal) (ｇ)

豆腐汁　 米 ごま 牛乳 豆腐 ちりめん 人参 たまねぎ 大根

鶏のしょうが焼き 麦 砂糖 ごま油 大豆　鶏肉 しいたけ えのきたけ 790.0 32.1

切り干し大根和え ごぼう しょうが キャベツ きゅうり

コンソメスープ　 ミルクパン 砂糖 油 牛乳 鶏肉 人参 たまねぎ　マッシュルーム

かぼちゃのチーズカップ焼き じゃがいも いりこ　大豆 えのきたけ しめじ かぼちゃ 787.0 33.0

かみかみサラダ アーモンド 豚肉　チーズ もやし えだまめ  キャベツ きゅうり

豚汁 米 ごま 牛乳　さば 人参 たまねぎ

さばのみぞれ煮 麦 こんにゃく 豚肉　鶏肉 ごぼう 小松菜 912.0 31.8

小松菜のごま和え さといも 砂糖 厚揚げ　みそ もやし

肉団子スープ　 米 ごま油 牛乳　いわし 白菜 たまねぎ しいたけ

いわしのトマト煮 麦 砂糖 鶏肉　大豆 人参 しょうが 793.0 33.3

コーンサラダ　 きゅうり キャベツ コーン もやし

みそラーメン 食パン 砂糖 油 牛乳　豚肉 もやし　にら　きくらげ

メンチカツ 麺 ごま油 みそ　海藻 人参 たまねぎ 947.0 36.5

海藻サラダ　 コーン しょうが にんにく きゅうり

五目汁　 米 砂糖 牛乳　卵 人参 ごぼう

厚焼き玉子 麦 こんにゃく 鶏肉　ちりめん しいたけ ねぎ キャベツ 747.0 29.3

じゃこサラダ さといも 厚揚げ もやし えだまめ

ミネストローネ　 ココアパン 砂糖 油 牛乳　きびなご たまねぎ 人参

きびなごカリカリフライ マカロニ ベーコン　大豆 トマト 810.0 31.7

マカロニサラダ ごま じゃがいも ツナ きゅうり コーン

カシューナッツ和え 米 砂糖 牛乳 しょうが たまねぎ ごぼう

福神漬け 麦 じゃがいも 牛肉 人参 しめじ 813.0 23.5

カシューナッツ ごま油 いんげん キャベツ きゅうり もやし

白菜のみそ汁 米 油 ごま 牛乳 白菜 たまねぎ えのきたけ

れんこんのはさみ揚げ 麦 砂糖 豆腐　ちくわ 人参 きゅうり 772.0 24.2

冬の酢の物 わかめ れんこん 大根

ポトフ コッペパン 砂糖 牛乳　豚肉 キャベツ 人参

ハンバーグ じゃがいも パン粉 ウインナー　卵 たまねぎ みかん きゅうり 796.0 34.2

みかんサラダ 牛肉　大豆　わかめ

おでん 米 はるさめ 牛乳　ちくわ　ハム 大根 きくらげ

春雨の酢の物 麦 こんにゃく 鶏肉　うずらの卵 人参 きゅうり 849.0 30.5

漬物 さといも 砂糖 ごま油 天ぷら　厚揚げ　卵 もやし 

五目ビーフン かぼちゃﾊﾟﾝ 砂糖 油 牛乳　豚肉 かぼちゃ 人参 きゅうり

ぎょうざ ビーフン 鶏肉 たまねぎ キャベツ ねぎ 862.0 28.0

青じそドレッシング和え　 わかめ たけのこ しいたけ もやし 

卵スープ 米 ごま油 牛乳　太刀魚 たまねぎ 人参

たちうおフライ 麦 油 ごま 卵　大豆　ツナ もやし れんこん キャベツ 814.0 25.1

17 金 麦ごはん 根菜サラダ でんぷん きくらげ しいたけ ごぼう 

小袖だご汁 米 油 砂糖 牛乳　ちくわ　 たまねぎ しいたけ 白菜

さんまのしょうが煮 麦 小麦粉 鶏肉　さんま 人参 ごぼう 922.0 36.0

20 月 麦ごはん ごぼうの甘辛がらめ さつま芋 油揚げ　大豆

春雨スープ 食パン 砂糖 油 牛乳　鶏肉 人参 キャベツ

ちくわのカレー粉揚げ はるさめ ごま油 アーモンド ちくわ　卵 もやし えのきたけ 768.0 30.8

アーモンドサラダ　 小麦粉 ほうれんそう きゅうり えだまめ

かぼちゃのみそ汁　 米 麦 牛乳　油揚げ かぼちゃ たまねぎ しめじ

千草焼 卵　鶏肉 人参 キャベツ 824.0 26.7

22 水 麦ごはん ゆずごま和え きゅうり もやし

ポークビーンズ 丸パン 砂糖 牛乳 たまねぎ 

照り焼きチキン じゃがいも 豚肉 トマト

シーザーサラダ　 クルトン 大豆　鶏肉 キャベツ

23 木 丸パン セレクトデザート ハム きゅうり

具だくさんスープ　 米 砂糖 油 牛乳　牛肉 ねぎ にんにく たまねぎ 白菜

ひじきくるみサラダ ごま ごま油 くるみ 卵　豆腐 もやし キャベツ きゅうり 750.0 28.7

鶏肉　ひじき ほうれん草 人参 しいたけ

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！

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。
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24 金 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、

21 火 食パン

15 水 麦ごはん

16 木 かぼちゃパン

13 月 麦ごはん

14 火 コッペパン

9 木 ココアパン

10 金 冬野菜カレー

7 火 食パン

8 水 麦ごはん

3 金 麦ごはん

6 月 麦ごはん

1 水 麦ごはん

2 木 ミルクパン

令和３年　１２月　献立予定表

日 曜 主食 牛乳 おかず

主　な　材　料 栄 養 量

≪今月の天草産≫ 

しいたけ 

きゅうり いんげん 

たちうお 

新和学校給食センター 

ふるさとくまさんデー 
(菊池地区) 


