
エネルギー

血や肉や骨になる 熱や力になる 体の調子を整える たんぱく質

お豆腐シュウマイ② 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 776.0

中華風酢のもの 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 26.4

水炊き風スープ

鮭の西京焼き 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 718.0

野菜の甘酢あえ 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 31.9

かしわ汁

野菜コロッケ 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 797.0

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 25.2

豚汁 さといも

わかめの酢の物 ぎゅうにゅう けずりぶし あげ　 こめ むぎ ごま ねぎ わかめ 757.0

いわし甘露煮 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 30.5

豆腐のみそ汁 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 789.0

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 26.8

コンソメスープ じゃがいも

れんこんはさみ揚げ 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 794.0

ひじきの煮物 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 23.9

さつま汁

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 871.0

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 37.5

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 731.0

白ごはん 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 20.6

のっぺい汁 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 823.0

大豆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 31.2

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 811.0

コーンサラダ スパゲッティ マッシュルーム 29.5

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 778.0

ごま酢あえ 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 29.4

白玉団子汁 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 790.0

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 26.9

かきたま汁 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 824.0

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 27.5

とりささみ キャベツ きゅうり

★阿蘇の味★ いわし生姜煮 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 828.0

高菜めし 五色あえ 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 32.2

だご汁 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 869.0

さつまいもとりんごの重ね煮 ヨーグルト さとう じゃがいも レーズン にんじん 32.6

野菜スープ キャベツ もやし パセリ

★冬至献立★ さんまゆずみそ煮 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 820.0

麦ごはん 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 27.5

かぼちゃのみそ汁

★クリスマスメニュー★ 照り焼きチキン 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 857.0

食パン 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 36.6

ミネストローネ･セレクトケーキ ひよこまめ にんにく

竹輪の磯辺揚げ③ 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 814.0

小松菜のごまあえ 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 34.2

いり豆腐 グリンピース

24 金 麦ごはん

22 水

23 木

20 月

21 火 ミルクパン

16 木 麦ごはん

17 金
カレーライス
（麦ごはん）

14 火 かぼちゃパン

15 水 麦ごはん

10 金

13 月 麦ごはん

8 水 麦ごはん

9 木 ココアパン

6 月 削り節ごはん

7 火 人参パン

2 木 麦ごはん

3 金 麦ごはん

その他

1 水 白ごはん

材料
日 曜 主食 牛乳 おかず

１２月 給食献立表 

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） 


