
エネルギー

ちやにくやほねになる ねつやちからになる からだのちょうしをととのえる たんぱくしつ

おとうふシュウマイ① ぎゅうにゅう ハム とりにく こめ　はるさめ　さとう　 きゅうり にんじん もやし かつおぶし 602

ちゅうかふうすのもの とうふ マロニー　ごまあぶら ねぎ えのきたけ はくさい こんぶ 20.8

みずたきふうスープ

さけのさいきょうやき ぎゅうにゅう さけ とりにく こめ むぎ さとう きゅうり にんじん キャベツ 586

やさいのあまずあえ あつあげ ごま こんにゃく ごぼう しいたけ だいこん ねぎ にぼし 26.5

かしわじる

やさいコロッケ ぎゅうにゅう さつまあげ こめ むぎ あぶら ごま  いんげん にんじん 628

こんにゃくおかかあえ かつおぶし ぶたにく  あつあげ こんにゃく ごまあぶら さとう ごぼう だいこん しいたけ ねぎ にぼし 20.8

ぶたじる さといも

わかめのすのもの ぎゅうにゅう けずりぶし あげ　 こめ むぎ ごま ねぎ わかめ 620

いわしかんろに いわし とうふ さとう ごまあぶら じゃがいも きゅうり にんじん たまねぎ にぼし 25.2

とうふのみそしる しいたけ

スコッチエッグ ぎゅうにゅう  ハム ベーコン にんじんパン マカロニ あぶら きゅうり キャベツ にんじん 644

マカロニサラダ スコッチエッグ ノンエッグマヨネーズ パセリ たまねぎ はくさい 23.2

コンソメスープ じゃがいも

れんこんはさみあげ ぎゅうにゅう あげ だいず こめ むぎ ごま あぶら ひじき にんじん しょうが 669

ひじきのにもの とりにく あつあげ こんにゃく さとう さつまいも だいこん ねぎ はくさい 20.5

さつまじる

きのこのキッシュ ぎゅうにゅう スキムミルク たまご ココアパン さとう あぶら エリンギ しめじ ほうれんそう 680

ビーンズサラダ ベーコン チーズ ハム じゃがいも きゅうり キャベツ にんじん 29.7

かぼちゃポタージュ ミックスビーンズ とりにく かぼちゃ　たまねぎ　

★天草宝島お魚給食★ たちうおフライ ぎゅうにゅう たちうお こめ ごま さとう さといも れんこん きゅうり にんじん 603

しろごはん れんこんサラダ とりにく あつあげ ちくわ ノンエッグマヨネーズ こんにゃく ごぼう しいたけ ねぎ 17.7

のっぺいじる でんぷん

おでん ぎゅうにゅう あつあげ ちくわ こめ むぎ さとう あぶら だいこん にんじん こんぶ 668

だいずとちりめんじゃこのカリカリ さつまあげ うずらたまご こんにゃく さといも みかん 25.5

みかん とりにく がんもどき だいず ちりめん でんぷん さとう

スパゲティナポリタン ぎゅうにゅう ハム チーズ かぼちゃパン あぶら さとう にんじん たまねぎ ピーマン 637

コーンサラダ スパゲッティ マッシュルーム 23.8

キャベツ きゅうり コーン

ハンバーグきのこソースかけ ぎゅうにゅう ちくわ あげ こめ むぎ さとう あぶら しめじ えのきたけ なめこ はくさい 617

ごまずあえ ハンバーグ でんぷん ごま きゅうり にんじん キャベツ にぼし 23.4

しらたまだんごじる しらたまだんご もやし たまねぎ ねぎ ごぼう

かぼちゃフライ ぎゅうにゅう ちりめん とりにく こめ むぎ あぶら ごま かぼちゃ ねぎ 619

ごまじゃこサラダ ちくわ たまご とうふ ごまあぶら さとう きゅうり だいこん にんじん にぼし 22.1

かきたまじる たまねぎ わかめ

ウインナー ぎゅうにゅう ぶたにく こめ むぎ あぶら ごま たまねぎ にんじん しょうが 672

ひじきサラダ ウインナー じゃがいも ノンエッグマヨネーズ にんにく りんご ひじき 23.5

とりささみ キャベツ きゅうり

★阿蘇の味★ いわししょうがに ぎゅうにゅう ちりめん とりにく こめ ごま さとう ごまあぶら たかなづけ きゅうり 671

たかなめし ごしきあえ いわし あげ ちくわ こめこ さといも こむぎこ キャベツ もやし コーン ねぎ にぼし 26.6

だごじる にんじん ごぼう しいたけ だいこん

タンドリーチキン ぎゅうにゅう とりにく ベーコン ミルクパン さつまいも バター しょうが りんご たまねぎ 687

さつまいもとりんごのかさねに ヨーグルト さとう じゃがいも レーズン にんじん 26.5

やさいスープ キャベツ もやし パセリ

★冬至献立★ さんまゆずみそに ぎゅうにゅう さんま こめ むぎ しらたき れんこん にんじん いんげん 665

むぎごはん れんこんのきんぴら とりにく さつまあげ あげ ごま さとう ごまあぶら かぼちゃ たまねぎ しめじ ねぎ にぼし 22.8

かぼちゃのみそしる

★クリスマスメニュー★ てりやきチキン ぎゅうにゅう とりにく しょくパン じゃがいも ケーキ きゅうり にんじん たまねぎ 702

しょくパン ポテトサラダ ハム ベーコン チーズ ノンエッグマヨネーズ キャベツ トマト パセリ 29.9

ミネストローネ･セレクトケーキ ひよこまめ にんにく

ちくわのいそべあげ② ぎゅうにゅう ちくわ とうふ こめ むぎ あぶら ごま あおのり キャベツ こまつな 659

こまつなのごまあえ たまご とりにく こむぎこ さとう はるさめ にんじん たまねぎ しいたけ 27.9

いりどうふ グリンピース

24 きん むぎごはん

22 すい

23 もく

20 げつ

21 か ミルクパン

16 もく むぎごはん

17 きん
カレーライス

（むぎごはん）

14 か かぼちゃパン

15 すい むぎごはん

10 きん

13 げつ むぎごはん

8 すい むぎごはん

9 もく ココアパン

6 げつ けずりぶしごはん

7 か にんじんパン

2 もく むぎごはん

3 きん むぎごはん

そのた

1 すい しろごはん

ざいりょう
ひ よう しゅしょく

ぎゅ
う

にゅ
う

おかず

１２月 こんだてひょう 

手洗い・消毒の徹底！！ 
清潔なハンカチも忘れず

に持ってきましょう。 

牛深学校給食センター （７２－４１５８） 


