
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

ししゃもフライ② 牛乳　ちくわ　とうふ 米　麦　油　さとう にんじん　えだまめ　ねぎ 654

ひじきいため 油あげ　ししゃも　麦みそ さといも　ぱんこ　こむぎこ はくさい　しいたけ 24.3

さといものみそ汁 ひじき　　　　　（にぼし） でんぷん

和風とうふハンバーグ 牛乳　ぶたミンチ　とうふ しょくパン　ぱんこ　さとう たまねぎ　にんじん 693

なます たまご ごま　でんぷん　あずき きゅうり　かぶ 26.2

ぜんざい もち だいこん

ぶた肉マリネソース 牛乳　ハム　ぶた肉　とり肉 米　麦　油　さとう たまねぎ　にんじん　ピーマン 675

もやしのあえもの あつあげ　麦みそ ごま油　ごま もやし　きゅうり　だいこん　にんにく 29.1

大根ととり肉のごまみそに 　　　　　　　　（かつお節） ホールコーン　こんにゃく　いんげん

いわしうめに 牛乳　ツナ　おから 米　麦　油　さとう にんじん　いんげん　たまねぎ 617

ツナとおからのいりに ぶた肉　いわし ワンタン　でんぷん もやし　うめ　はくさい 26.6

ワンタンスープ しいたけ　ちんげんさい

たいほうまき 牛乳　ちくわ　ぶたミンチ こめこパン　じゃがいも　油 たまねぎ　にんじん　もやし 635

ごまずあえ 牛ミンチ　かまぼこ　とり肉 こむぎこ　さとう　ごま キャベツ　だいこん　ごぼう 29.1

てのべだんご汁 たまご　麦みそ　　（にぼし） さといも　しくらめん しいたけ　こまつな　ねぎ

とりのスタミナやき 牛乳　ぶたミンチ　とり肉 米　麦　さとう　油 たまねぎ　にんにく　こんにゃく 623

うらがみそぼろ かまぼこ　てんぷら ごま　ごま油　はるさめ ごぼう　はくさい　もやし　ねぎ 32.5

はくさいスープ にんじん　しいたけ

ぽんかん 牛乳　ハム　ぶた肉　ちくわ ミルクパン　うどん　ごま ぽんかん　カリフラワー　もやし 622

カリフラワーサラダ かつお節 ごま油 きゅうり　にんじん　キャベツ 25.0

やきうどん 青のり シモンドレッシング にんにく

すりみのてんぷら 牛乳　とうふ　すりみ 米　麦　油　ごま油　さとう きくらげ　にんじん　ごぼう　しいたけ 630

切り干し大根のすのもの とりささみ　麦みそ でんぷん　ごま しょうが　きゅうり　たまねぎ 32.7

あおさみそ汁 あおさ　　　　　（にぼし） 切り干しだいこん　えのき　ねぎ

はるまき 牛乳　油あげ　とうふ　 米　麦　油　さとう　こむぎこ きゅうり　にんじん　たまねぎ 676

はるさめのすのもの ぶたミンチ　とり肉　ぶた肉 でんぷん　はるさめ ねぎ　しいたけ　キャベツ　しょうが 22.5

マーボードーフ 米みそ　麦みそ きくらげ　たけのこ　にんにく

マダイのパンこやき 牛乳　大豆　タイ　ちくわ 米　麦　油　さとう　ぱんこ にんにく　ほうれん草　もやし 673

ほうれん草のあえもの 油あげ　麦みそ オリーブ油　さといも ねぎ　にんじん 30.2

ご汁 　　　　　　　　（にぼし） ノンエッグマヨネーズ しいたけ　だいこん

フランゴパッサリーニョ 牛乳　ハム　とり肉　大豆 コッペパン　でんぷん　油 たまねぎ　にんにく　パセリ 699

ビーンズサラダ ぶた肉　 さとう　オリーブ油　ぱんこ キャベツ　きゅうり　にんじん 33.1

ハバータ風ミートボール きんとき豆　だいふく豆 トマト　赤パプリカ　黄パプリカ

にんじんしゅうまい 牛乳　とり肉　すりみ　 米　麦　油　さとう　ごま油 きゅうり　だいこん　にら 671

だいこんのナムル あつあげ　とりささみ ぱんこ　ごま　でんぷん にんじん　たまねぎ　にんにく 23.3

とりつくねと野菜のあまずあん こむぎこ たけのこ　こまつな

くじらメンチカツ 牛乳　南関あげ　大豆 米　麦　油　さとう ふくじんづけ　たまねぎ　 727

ふくじんづけ スキムミルク　くじら　たまご じゃがいも にんじん　しょうが　ほうれん草 21.9

とうふ ぱんこ にんにく　りんご

スコップコロッケ 牛乳　ぶたミンチ　とり肉 ココアパン　じゃがいも たまねぎ グリンピース 658

ブロッコリーのピーナツあえ チーズ　とりささみ ぱんこ　オリーブ油　さとう パセリ　ホールコーン　にんじん 28.6

コーンポタージュ スキムミルク　とりミンチ ピーナツ ブロッコリー　クリームコーン

31 月 ココアパン

27 木 むぎごはん

28 金 南関あげカレー

25 火 むぎごはん

26 水 コッペパン

21 金 むぎごはん

24 月 ふ　り　か　え　きゅ　う　ぎょ　う　び

19 水 ミルクパン

20 木 むぎごはん

17 月 こめこパン

18 火 むぎごはん

13 木 むぎごはん

14 金 むぎごはん

11 火 むぎごはん

12 水 しょくパン

１月　　学校給食献立予定表

ひ よう しゅしょく
ぎゅう
にゅう おかず

ざいりょう

Ｒ4． 

五和学校給食センター 

ふるさとくまさんデー 

ふるさとくまさんデー 

 食育の日  

お魚給食の日 

ふるさとくまさん 

天草宝島デー 

１月１９日（水）の給食 
 

１月２０日（木）の給食 

すりみのてんぷら 

鏡開き献立 

 新年明けまして 
    おめでとうございます 
 今年も子どもたちにとって、よい年になりますよ
うに。本年も安心・安全に気をつけて、おいしい
給食作りに努めていきたいと思います。どうぞよ
ろしくお願いします！ 

全国学校給食週間 

食の世界旅行へ出発！ 

ぽんかん 

  ぽんかんは、インドからやってきたといわれてい
ます。ぽんかんの樹は、暖かい場所でないと育たない
ため、熊本県の中でも天草地域は、早くから作り始め
ています。下浦町には、ぽんかん発祥の地として、記
念碑が建てられています。現在でも天草では、ぽんか
んの生産がとても盛んに行われています。 

     １月２４日～３０日は「全国学校給食週間」です！ 
     給食では、２４日（月）～２８日（金）の五日間で、 

     食の世界旅行に出かけますよ！ 

【日程】 
   １日目 ドイツ   ２日目 日本   ３日目 ブラジル  ４日目 中国   ５
日目 日本（熊本県） 
 
                    →              →             →           
→  
 
    ＊中学生出発   ＊小学生合流                              
＊帰国 
 
【集合場所】     【持って行くもの】     【注意すること】 
  各教室        きれいなハンカチ      ・毎日学校に来ておくこと。 
                                  ・給食までに

  天ぷらとは、エビなどに衣をつけて揚げた料理

のことですが、天草では、魚のすり身を油で揚げた

ものも天ぷらとよびます。鹿児島県では、「さつま

揚げ」とよばれています。天草では、たくさんの魚

がとれるので、天ぷら・ちくわ・かまぼこなどの練


