
栖本学校給食センター　担当：池田（TEL:0969-54-5333）

きいろ あか みどり エネルギー たんぱく質

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) (ｇ)

にくだんごスープ ぎゅうにゅう　とりにく こめ　むぎ　あぶら にんじん きくらげ たまねぎ

ウインナーとチーズのはるまき とうふ ウィンナー チーズ こむぎこ はくさい チンゲンサイ ねぎ 656 22.4

だいこんのうめサラダ ぶたにく だいこん きゅうり コーン

ふゆやさいのシチュー ぎゅうにゅう とりにく ハム パン　しもんいも　バター にんじん たまねぎ ブロッコリー

トマトオムレツ ソフトビーンズ たまご こむぎこ　じゃがいも はくさい だいこん きゅうり 676 25.4

ポテトサラダ コーン

おやこに ぎゅうにゅう とりにく こめ　むぎ　さとう　あぶら たまねぎ にんじん きゅうり

いりこナッツ たまご ちくわ こうやどうふ じゃがいも カシューナッツ ごま ほうれんそう　キャベツ 646 26.8

ごますあえ かつおぶし だいず（いりこ）

わかめスープ ぎゅうにゅう とうふ ハム こめ　むぎ　ごまあぶら わかめ にんじん たまねぎ

きびなごカリカリフライ かまぼこ きびなご あぶら　はるさめ　さとう しいたけ もやし きゅうり 603 22.4

ちゅうかサラダ パンこ

みそおでん ぎゅうにゅう とりにく こめ　むぎ　ピーナッツ だいこん にんじん　みかん

ピーナツあえ きぬあげ ちくわ うずらのたまご さといも　こんにゃく ほうれんそう もやし 656 26.3

みかん がんもどき さとう

けんちんじる ぎゅうにゅう あげ とりにく こめ　さとう　あぶら さといも ひじき にんじん いんげん ねぎ

てばもとのにこみ あつあげ　（いりこ） こんにゃく ごま しいたけ ごぼう しょうが はくさい 614 28.1

はくさいのこんぶあえ しそこんぶ もやし 

たちうおフライ ぎゅうにゅう　ぶたにく こめ　むぎ　あぶら たまねぎ にんじん しめじ

カリフラワーサラダ あじ　ソフトビーンズ じゃがいも　パンこ にんにく カリフラワー キャベツ 650 27.1

ハム

せんだごじる ぎゅうにゅう とりにく あげ こめ　むぎ　でんぷん にんじん はくさい ごぼう しいたけ

いわしおかかに いわし（いりこ） さつまいも さつまいもでんぷん ねぎ キャベツ きゅうり 649 23.6

ごまドレッシングあえ

すましじる こめ　むぎ　さとう　でんぷん ぎゅうにゅう　とうふ たまねぎ にんじん わかめ ねぎ

にくづめいなり さつまいも しらたまこ はんぺん　あげ　とりにく しいたけ 638 22.3

からいもだんご （かつお・こんぶ）

ポトフ ぎゅうにゅう　ツナ パン じゃがいも ごま たまねぎ コーン

かいそうサラダ ウインナー さとう にんじん しめじ キャベツ 599 23.9

かいそう　わかめ きゅうり

マーボーどうふ ぎゅうにゅう とうふ ハム こめ　むぎ　さとう たまねぎ にんじん たけのこ

にんじんしゅうまい ぶたにく だいず たまご でんぷん ごまあぶら はるさめ しいたけ ねぎ しょうが もやし 643 23.5

バンサンスー とりにく にんにく きゅうり

じゃがいものケチャップに ぎゅうにゅう ぶたにく ハム パン じゃがいも さとう　あぶら にんじん たまねぎ きゅうり

ミートボール えだまめ とりにく　ぶたにく マカロニ キャベツ コーン 619 28.4

コールスローサラダ

しらたまだんごじる ぎゅうにゅう　とうふ あげ こめ　むぎ　さとう ごぼう いんげん にんじん ねぎ

もやしのあえもの ちくわ とりにく ハム しらたま　ごまあぶら しいたけ たまねぎ もやし 591 25.1

こくとうビーンズ だいず　（いりこ） きゅうり　コーン

ふゆやさいのみそしる ぎゅうにゅう　ぶたにく こめ さつまいも ごま たまねぎ だいこん しめじ

ソースカツ さきいか　（にぼし） あぶら　さとう にんじん ねぎ わかめ キャベツ 671 23.7

するめあえ はくさい

ほうれんそうのシチュー ぎゅうにゅう とりにく パン じゃがいも こめこ にんじん たまねぎ しめじ

てづくりハンバーグ  ぎゅうにく たまご あぶら パンこ ごま ほうれんそう　ごぼう 651 27.9

ごぼうサラダ ぶたにく だいず　ツナ さとう キャベツ

かぼちゃのにもの ぎゅうにゅう　いんげん こめ　むぎ　さとう　ごま たまねぎ にんじん かぼちゃ

さんまゆずみそに あつあげ　さんま こんにゃく いんげん ほうれんそう 687 23.8

ほうれんそうのごまあえ もやし

ミートソースのペンネ ぎゅうにゅう　とりにく ぶたにく パン　こむぎこ　あぶら にんじん たまねぎ しめじ

チキンナゲット だいず　ツナ　チーズ オリーブゆ さとう マッシュルーム アスパラガス 705 27.4

ブロッコリーサラダ　クリスマスケーキ ケーキ コーン トマト ブロッコリー

※状況により、献立や食材が変更になる場合がございます。ご了承ください。

23 もく パイシチュー

24 きん 給食なし

21 か まるパンカット

22 すい むぎごはん

17 きん びりんめし

20 げつ しろごはん

15 すい むぎごはん

16 もく こめこパン

13 げつ わかめごはん

14 か ツナマヨトースト

9 もく カレーライス

10 きん むぎごはん

7 か むぎごはん

8 すい ひじきごはん

3 きん むぎごはん

6 げつ むぎごはん

1 すい むぎごはん

2 もく パインパン

おもなざいりょう えいようりょう

【１２月】学校給食献立予定表 小学校

ひ よう しゅしょく
ぎゅう
にゅう おかず

～うきのあじ～ 

あまくさの 

きょうどりょう

冬至（とうじ） 

☆天草宝島お魚給食☆ 

クリスマスメニュー 

大雪（たいせつ） 

正月ことはじめ 


