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あか きいろ みどり

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

すたみなすーぷ 牛乳 豚肉 とうふ かまぼこ 黒糖パン ごま油 にら しいたけ もやし たまねぎ

くりすぴーちきん 鶏肉 ちりめん わかめ パン粉 さとう コーンスターチ にんじん キャベツ

じゃことだいずのさらだ チーズ 大豆 油 小麦粉 きゅうり 赤ピーマン

にくだんごすーぷ 牛乳 鶏肉 豚肉 こめ 麦 春雨 ごま にんじん きくらげ たまねぎ

さばごまみそに さば  みそ パン粉 でんぷん さとう 米粉 ねぎ しめじ ごぼう

ごぼうのあえもの きゅうり

みそおでん 牛乳 鶏肉 厚あげ ちくわ こめ 麦 さといも こんにゃく だいこん にんじん しょうが

いろどりやさいのめんちかつ うずら卵 ツナ 豚肉 さとう 油 ごま油 きゅうり もやし キャベツ 

もやしのあえもの みそ ごま パン粉 でんぷん たまねぎ えだまめ とうもろこし

だいずのいそに 牛乳 鶏肉 大豆 ひじき こめ 麦 こんにゃく じゃがいも にんじん いんげん

ふんわりとうふばーぐ 厚あげ ちぎりあげ ちくわ さとう ノンエッグマヨネーズ はくさい もやし たまねぎ

はくさいのごまねーずあえ とうふ 魚のすりみ ごま でんぷん 山芋 ねぎ れんこん

あおさじる 牛乳 とうふ かまぼこ あおさ こめ 麦 油 こんにゃく たまねぎ にんじん ねぎ

たちうおふらい たちうお てんぷら ごま さとう ごま油 えのきたけ ごぼう えだまめ

ごぼうのきんぴら （かつおぶし・こんぶだし） でんぷん パン粉 

ぽとふすーぷ 牛乳 チキンウインナー 丸パン パン粉 じゃがいも にんじん たまねぎ はくさい しめじ

ちきんてりやきぱてぃ 鶏肉 さとう 水あめ 油 きゅうり  果汁（レモン パイナップル）

こーるすろーさらだ コーン えだまめ  りんご キャベツ

わかめすーぷ 牛乳 とうふ かまぼこ 豚肉 こめ 麦 さとう ごま にんじん たまねぎ ねぎ

ぷるこぎ かつおぶし わかめ しいたけ にら しめじ キャベツ

おかかあえ きゅうり もやし にんにく

はくさいのみそしる 牛乳 とうふ あげ こめ 麦 さつまいも さとう はくさい にんじん えのき

いわしかりかりふらい いわし 塩昆布 みそ ごま油 油 水あめ ねぎ キャベツ きゅうり 

こんぶあえ （にぼしだし） でんぷん 米粉 パン粉 玄米粉 しょうが 

ぽーくかれー 牛乳 豚肉　スキムミルク こめ 麦 じゃがいも 小麦粉 たまねぎ にんじん トマト えだまめ

ちきんなげっと わかめ 昆布 ふのり とさかのり コーンスターチ パン粉 マッシュルーム にんにく しょうが

かいそうさらだ まふのり ちりめん 鶏肉 コーングリッツ カレールー キャベツ きゅうり 白菜 あおじそ

だいこんのべっこうに 牛乳 ちぎりあげ 豚肉 ツナ こめ 麦 こんにゃく さとう だいこん にんじん いんげん

だいずとごぼうのみんちかつ 厚あげ 昆布 鶏肉 大豆 油 ノンエッグマヨネーズ キャベツ きゅうり たまねぎ

きゃべつのつなあえ ごま パン粉 でんぷん ごぼう しょうが

ひらめんすーぷ 牛乳 豚肉 卵 鶏肉 米粉パン 平めんビーフン たまねぎ にんじん しいたけ

とまとおむれつ ごま油 カシューナッツ ねぎ キャベツ きゅうり

かしゅーなっつあえ 油 トマト

はくさいときのこのすーぷ 牛乳 ベーコン 鶏肉 こめ 麦 じゃがいも たまねぎ にんじん しめじ しいたけ

れんこんつくね チーズ 卵黄 ひじき パン粉 油 でんぷん さとう はくさい ひじき キャベツ パセリ

ひじきさらだ ごま きゅうり れんこん しょうが

たけみつこうなべ 牛乳 豚肉 ちくわ こめ ぷちまる麦 さといも にんじん だいこん たまねぎ

いわしのおかかに いわし ツナ かつお節 みそ こんにゃく さとう ごま ねぎ きゅうり

きりぼしだいこんすのもの （にぼしだし） ごま油 でんぷん

ごもくじる 牛乳 鶏肉 厚揚げ こめ 麦 こんにゃく じゃがいも ごぼう にんじん しいたけ ねぎ

とりのてんぷら 卵 油 米粉 小麦粉 でんぷん きゅうり キャベツ しそ なたまめ しょうが

かわりあえ （にぼしだし） ごま うめぼし だいこん なす れんこん

たいぴーえん 牛乳 豚肉 かまぼこ ツナ こめ 麦 春雨 ごま油 きくらげ たけのこ にんじん

しゅーまい うずら卵 鶏肉 さとう でんぷん 小麦粉 たまねぎ もやし きゃべつ

もやしのちゅうかあえ 粉末大豆 きゅうり しょうが ねぎ

かぼちゃそぼろに 牛乳 鶏肉 てんぷら こめ 麦 こんにゃく さとう たまねぎ にんじん かぼちゃ

いわしとおにくのはんばーぐ 厚あげ いわし 豚肉  ひじき すりごま パン粉 でんぷん 油 いんげん ほうれん草 もやし

ほうれんそうのごまあえ ラード キャベツ しょうが

きのこのくりーむしちゅー 牛乳 鶏肉 大豆 豚肉 チーズ ミルクパン じゃがいも 油 さとう ココア にんじん たまねぎ えのき

ほしがたころっけ ハム 卵 練乳 スキムミルク シチュールー  パン粉 小麦粉 コーンフラワー しめじ きゅうり コーン えだまめ

びーんずさらだ・けーき ひよこ豆 レッドキドニー 青えんどう豆 水あめ でんぷん ノンエッグマヨネーズ チョコレート

つみれじる 牛乳 鶏肉 鶏卵 こめ 麦 ごま にんじん たまねぎ はくさい ほうれんそう

ごもくあつやきたまご とうふ  （にぼしだし） でんぷん さとう しいたけ ねぎ れんこん かぼちゃ

れんこんのあえもの すけとうたら きゅうり グリンピース コーン たけのこ

　　　　※都合により献立内容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 みるくぱん

24 きん ごはん

21 か ごはん

22 すい ごはん

17 きん ぷちまるごはん

20 げつ ごはん

15 すい こめこぱん

16 もく ごはん

13 げつ ごはん

14 か ごはん

9 もく ごはん

10 きん ごはん

7 か ごはん

8 すい まるぱんかっと

3 きん ごはん

6 げつ ごはん

1 すい こくとうぱん

2 もく ごはん

１２月がっこうきゅうしょくこんだてひょう

ひ よう しゅしょく

ぎゅ
う

にゅ
う

おかず

おもなざいりょう

天草宝島デー「白菜」 

天草宝島デー「大根」 

天草宝島お魚給食の日 

ふるさとくまさんデー 

菊池の味 

冬至献立 

クリスマス献立 


