
栖本学校給食センター　担当：池田（TEL:0969-54-5333）

赤 黄 緑 エネルギー たんぱく質

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

肉団子スープ 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春巻き 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 759.0 26.3

大根の梅サラダ ぶたにく だいこん きゅうり コーン

冬野菜のシチュー 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 873.0 32.7

ポテトサラダ コーン

親子煮 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 804.0 33.1

ごま酢あえ 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 776.0 27.6

中華サラダ 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

ピーナツ和え 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 828.0 32.1

みかん がんもどき さとう

けんちん汁 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

手羽元の煮込み 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 778.0 32.8

はくさいの昆布あえ 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 885.0 31.8

ハム

せんだご汁 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

いわしおかか煮 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 792.0 28.3

ごまドレッシングあえ

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

海藻サラダ ウインナー さとう にんじん しめじ キャベツ 777.0 29.8

かいそう　わかめ きゅうり

マーボー豆腐 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 796.0 28.2

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煮 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 789.0 36.3

コールスローサラダ

白玉団子汁 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

もやしの和え物 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 791.0 31.7

黒糖ビーンズ だいず　（いりこ） きゅうり　コーン

冬野菜のみそ汁 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 781.0 27.7

するめ和え はくさい

ほうれん草のシチュー 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

手作りハンバーグ  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 865.0 34.9

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

さんまゆずみそ煮 あつあげ　さんま こんにゃく いんげん ほうれんそう 838.0 28.8

ほうれん草ごまあえ 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 873.0 35.7

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 木 パイシチュー

24 金 給食なし

21 火 丸パンカット

22 水 麦ごはん

17 金 びりんめし

20 月 白ごはん

15 水 麦ごはん

16 木 米粉パン

13 月 振替休業日

14 火 ツナマヨトースト

9 木 カレーライス

10 金 麦ごはん

7 火 麦ごはん

8 水 ひじきごはん

3 金 麦ごはん

6 月 麦ごはん

1 水 麦ごはん

2 木 パインパン

主　な　材　料 栄養量

【１２月】学校給食献立予定表 中学校

日 曜 主食 牛乳 おかず

～うきのあじ～ 

天草の 

郷土料理 

冬至 

☆天草宝島お魚給食☆ 

クリスマスメニュー 

大雪（たいせつ） 


