
黄 赤 緑 エネルギー たんぱく質 脂肪

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) (g)

ポークビーンズ パン　マーガリン 牛乳　きなこ たまねぎ　にんじん

ブロッコリーサラダ はちみつ　カシューナッツ だいず　かまぼこ コーン　トマト　ブロッコリー

じゃがいも　マヨネーズ キャベツ　きゅうり

にくじゃが 米　じゃがいも 牛乳　牛肉　あつあげ 玉ねぎ　にんじん　いんげん

２ 木 ご飯 きりぼしだいこんの ごま　砂糖 ツナ ごぼう　だいこん　きゅうり 796 26.7 17.3
　　　　　　サラダ キャベツ　

マーボーどうふ 米　でんぷん 牛乳　牛肉　ぶた肉 にんじん　たけのこ　ねぎ

やきぶたの中華あえ ごま油　ごま とうふ　みそ しょうが　きくらげ　もやし

やきぶた　 きゅうり　キャベツ

マセドアンサラダ パン　マーガリン 牛乳　ハム にんにく　きゅうり　

オニオンスープ じゃがいも ベーコン にんじん　コーン

マヨネーズ キャベツ　玉ねぎ　

とりの照り焼き 米　砂糖　でんぷん 牛乳　とり肉 キャベツ　もやし

そえ野菜 さといも あつあげ しょうが　にんじん

五目汁 しいたけ　ねぎ

冬野菜のシチュー パン　じゃがいも 牛乳　とり肉　 かぶ　にんじん　玉ねぎ　コーン

アーモンドサラダ アーモンド　バター ハム　卵 マッシュルーム　しめじ　ブロッコリー

りんごケーキ 小麦粉 キャベツ　きゅうり　りんご

いわしのしょうが煮 米　ドレッシング 牛乳　いわし　 きゅうり　キャベツ　にんじん

海そうサラダ さといも　 わかめ　てんぐさ しょうが　もやし　だいこん 781 25.9 20.8
けんちん汁 とり肉　とうふ しいたけ　ねぎ

たんたんめん パン　ちゅうかめん 牛乳　ぶた肉　みそ にんじん　ねぎ　きくらげ

中華サラダ ごま油　だんご やきぶた　 たけのこ　もやし　きゅうり 859 31.2 26.6
ごま団子 コーン　キャベツ

かぼちゃのふくめ煮 米　麦　砂糖 牛乳　ちくわ　あげ だいこん　しいたけ　

かきたま汁 牛肉　あつあげ にんじん　かぼちゃ　いんげん 813 33.5 21.0
とうふ　卵 玉ねぎ　ねぎ　

13 月

わふうミートローフ 米　油　 牛乳　牛肉　ぶた肉 玉ねぎ　ごぼう　キャベツ

そえキャベツ ひじき　卵　あげ はくさい　にんじん 780 29.1 22.1
冬野菜みそ汁 わかめ　みそ だいこん　しいたけ　ねぎ

グラタン パン　バター 牛乳　とり肉 レタス　玉ねぎ　にんじん

コンソメスープ 小麦粉　マカロニ チーズ　ベーコン しめじ　グリンピース 890 36.6 26.7
じゃがいも　 キャベツ　コーン

ごまキムチ汁 米　さといも 牛乳　ぶた肉　あげ だいこん　にんじん　ごぼう

ちりめんナッツサラダ ごま　アーモンド みそ　ちりめん れんこん　ねぎ　はくさい 747 26.6 17.7
キャベツ　きゅうり

あつあげのうまに 米　油　ごま 牛乳　とり肉　とうふ しいたけ　だいこん　にんじん

白玉汁 白玉団子 あげ　てんぷら ごぼう　いんげん　えのき 816 30.2 24.9
あつあげ　わかめ こまつな　ねぎ

スパゲティミートソース パン　スパゲティ 牛乳　牛肉　ぶた肉 にんじん　玉ねぎ　ピーマン

コールスローサラダ ドレッシング チーズ　 マッシュルーム　トマト 935 36.8 33.0
ココアプリン 砂糖 キャベツ　きゅうり　コーン

たちうおフライ 米　油 牛乳　たちうお ほうれんそう　もやし

ほうれん草のごまあえ ごま　さつまいも あつあげ　とり肉 にんじん　だいこん　ごぼう 951 33.5 33.5
さつま汁 みそ ねぎ

かぼちゃポタージュ パン　マヨネーズ 牛乳　ツナ　とり肉 コーン　かぼちゃ　にんじん

ジャーマンポテト バター　じゃがいも ベーコン 玉ねぎ　しめじ　パセリ 980 36.4 35.0

ちゃんこなべ 米　でんぷん 牛乳　わかめ　とり肉 ねぎ　はくさい　ごぼう

春雨のすのもの マロニー　はるさめ 卵　みそ にんじん　えのき　ねぎ 748 24.2 15.0
砂糖 ハム しいたけ　きゅうり

冬野菜カレー 　　　　米　麦　油 牛乳　とり肉 かぼちゃ　玉ねぎ　にんじん

24 金 クリスピーチキン チーズ　 カリフラワー　ブロッコリー 913 30.0 29.8
クリスマスケーキ キャベツ　もやし

※　都合により献立や材料の変更がある場合があります。

２学期　最後の月です！！
　いよいよ、２学期も残すところ３週間あまりとなりました。

給食を食べるのもあと１8日です。

さて、２学期の給食はどうだったでしょうか？

新型コロナウイルス感染予防のため、衛生面に気をつけながら

食事のマナーを守って食べることができましたか？

　今月はロードレースもあり、気力・体力を高める12月となり

ます。朝ごはんをしっかり食べて備えましょう！！

23 木 わかめごはん

麦ご飯

21 火 ご飯

22 水 ツナコーンサンド

17 金 びりんめし

20 月 ミルクパン

15 水
セルフバー
ガー

16 木 ご飯

振　替　休　日

14 火 ご飯

10 金 ココアパン

12 日 だいこん飯

27.6 36.3

９ 木 ご飯

８ 水
にんじんパ
ン

824

22.7 32.5

７ 火 ご飯 752 28.6 20.4

6 月
ガーリイク
トースト

728

25.8

３ 金 ご飯 807 32.0 21.6

令和３年　１２月　献立予定表
　　　　　　　　　　　　    天草市立有明中学校
主　な　材　料 栄養量

日 曜 主食 牛乳 副菜

１ 水
ハチミツき
なこトース
ト

855 32.8

熊本うまかもん給食☆ 

天草おさかな給食の日 

  1２月のおすすめこんだて 
  ８日 りんごのカップケーキ 

     （寒さに負けない体づくりメニュー） 

 １７日 ふるさとクマさんデー 

     （熊本うまかもん給食は宇城の味） 

 ２１日 天草おさかな給食 

     （今月のおさかなはタチウオ） 

 ２２日 冬至メニュー 

     （かぼちゃを使っています） 

 ２４日 クリスマス給食 

      


