
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)

雑煮 ぎゅうにゅう　とりにく　あげ こめ　むぎ　しらたまこ にんじん かぶ だいこん

いわし甘露煮 かまぼこ いわし さとう　ごま しいたけ 801 24.5

紅白なます （かつお・こんぶ）

ラビオリスープ ぎゅにゅう　ベーコン　とりにく パン ラビオリ あぶら さとう にんじん たまねぎ パセリ

しもんいものミートソース焼き ぶたにく　だいず　チーズ じゃがいも さつまいも キャベツ れんこん きゅうり 803 28.8

れんこんサラダ ぎゅうにく

豆腐とわかめのみそ汁 ぎゅうにゅう　とうふ こめ　むぎ　あぶら　さとう にんじん たまねぎ しめじ ねぎ

真鯛のみぞれかけ あげ　たい でんぷん しいたけ わかめ だいこん 804 28.1

ゆかり和え （にぼし） きゅうり キャベツ 

かきたま汁 ぎゅうにゅう　とりにく こめ　こむぎこ　さとう にんじん たまねぎ ねぎ もやし

チキン南蛮 ちくわ　たまご　とうふ でんぷん ごま わかめ　にんにく　こまつな 817 36.9

小松菜のごまあえ （にぼし） コーン

タイピーエン ぎゅうにゅう　ぶたにく パン　はるさめ　さとう　ごま しいたけ きくらげ たけのこ

大根のナムル えび　かまぼこ　とりにく ごまあぶら こむぎこ　あずき にんじん たまねぎ ねぎ 801 31.0

いきなりだんご うずらのたまご さつまいも きゅうり だいこんはくさい

もずくのすまし汁 ぎゅうにゅう　さつまあげ　とりにく こめ　あぶら　さとう　 にんじん ごぼう しいたけ ねぎ

にんじんしりしり ぶたにく　とうふ　たまご ごまあぶら こんぶ たまねぎ もずく 792 33.0

シークワーサーゼリー ツナ　（かつお・こんぶ） もやし ゼリー

ちゃんぽん ぎゅうにゅう　ぶたにく パン　めん　ごま　さとう たまねぎ にんじん キャベツ

浦上そぼろ かまぼこ　さつまあげ きくらげ もやし ねぎ ごぼう 833 35.2

つきこんにゃく

手延べ団子汁 ぎゅうにゅう　とりにく こめ　むぎ　うどん　さとう にんじん だいこん ねぎ　はくさい

とりてん あげ（にぼし） てんぷらこ でんぷん ごぼう しいたけ にんにく 774 30.6

かぼすあえ キャベツ きゅうり コーン かぼす

がめ煮 ぎゅうにゅう　とりにく こめ　むぎ　さとう にんじん れんこん ごぼう

水菜と大豆のサラダ さつまあげ ソフトビーンズ さといも こんにゃく いんげん みずな だいこん 786 31.8

ふりかけ（のりたまご） しらす チーズ　とうふ ジャム ふりかけ

栄養すいとん ぎゅうにゅう　とりにく パン　こむぎこ　こめこ にんじん はくさい ねぎ ごぼう

くじらメンチ ちくわ ぶたにく あぶら ピーナツ　さとう しいたけ ほうれんそう 821 27.7

ピーナツ和え　いちごジャム （にぼし） もやし 

みそ汁 ぎゅうにゅう　とうふ こめ　むぎ　さといも のり にんじん たまねぎ 

塩さば あげ　さば（にぼし） しいたけ ふくじんづけ 780 32.9

つぼづけ わかめ　ねぎ

フルーツヨーグルト ぎゅうにゅう　ぶたにく こめ　むぎ　さとう たまねぎ にんじん グリンピース

ヨーグルト じゃがいも パイナップル もも みかん 866 20.7

バナナ

しもんいものかきたま汁 ぎゅうにゅう　とりにく こめ　むぎ　さとう　あぶら しいたけ にんじん たまねぎ

平鯛の唐揚げ たまご　とうふ　たい さつまいも でんぷん カリフラワー ねぎ ほうれんそう 850 35.3

ほうれんそうとちくわのシモンドレッシングあえ ちくわ（にぼし） わかめ もやし

はんぺん汁 ぎゅにゅう　とうふ こめ　むぎ　さとう たまねぎ にんじん はくさい 

南関揚げの卵とじ はんぺん　とりにく　たまご じゃがいも でんぷん しいたけ  ぽんかん　ねぎ 784 27.3

ぽんかん なんかんあげ（かつお・こんぶ） チンゲンサイ

※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。

31 月 麦ごはん

27 木 ハヤシライス

28 金 麦ごはん

25 火 コッペパン

26 水 セルフおにぎり
（ごはん、やきのり）

21 金 麦ごはん

24 月 麦ごはん

19 水
クファ
ジューシー

20 木 米粉パン

17 月 白ごはん

18 火 ミルクパン

13 木 ひのくにパン

14 金 麦ごはん

11 火 始業式

12 水 麦ごはん

主　な　材　料 栄養量

【１月】学校給食献立予定表 中学校

日 曜 主食 牛乳 おかず

～「学校給食」のうつりかわり～ 

戦後すぐの給食は、アメ

リカからの支援物資であ

る脱脂粉乳と、脱脂粉乳

と缶詰で作ったシチュー

などが提供された。 

昭和２７（1952）年 
 
 
 
 

・脱脂粉乳  

・鯨の竜田揚げ 

・コッペパン ・サラダ 

 など 

肉は手に入らないため、主

に鯨肉がたんぱく源として

提供された。 

昭和２２（1947）年１月 
 
 
 
 

 
・脱脂粉乳 

・トマトシチュー 

昭和５２（1977）年 

 

 
・牛乳  

・カレーライス 

・果物 

・サラダなど 

米を使った学校給食が始ま

る。 

完全給食と 

呼ばれる 

現在の給食の 

形になる。 

九

州

の

あ

じ

め

ぐ

り 

沖縄のあじ 

長崎のあじ 

大分のあじ 

福岡のあじ 

宮崎のあじ 

鏡開き献立 

昔の給食(約70年前) 

始まりの給食(約130年前) 

倉岳のしもんいも 

☆天草宝島お魚給食☆ 

倉岳小6年生が 

考えた献立 

天草のおいしいくだも

熊本のあじ 


