
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 そのた たんぱくしつ

スティックドッグ ぎゅうにゅう ぶたにく パン さとう ごま ごまあぶら ひじき キャベツ きゅうり はくさい 576

ひじきサラダ スティックドッグ ノンエッグマヨネーズ たまねぎ にんじん しいたけ 25.6

ひらめんスープ とりささみチャンク ビーフン ねぎ

さばゆずみそに ぎゅうにゅう さば こめ キャベツ きゅうり にんじん 657

ゆかりあえ とりにく ちくわ たまご とうふ ゆかり たまねぎ ねぎ にぼし 26.6

かきたまじる わかめ

★節分メニュー★ いわしのこうそうあげ ぎゅうにゅう いわし たまご パン はくりきこ きゅうり キャベツ にんじん 639

まめまめサラダ ハム ミックスビーンズ とうふ パンこ あぶら さとう わかめ たまねぎ しいたけ 30.7

わかめスープ･せつぶんまめ ちくわ だいず

ひじきシュウマイ② ぎゅうにゅう ちりめん とりにく こめ むぎ ごま のり しそこんぶ 630

だいこんじゃこサラダ ひじきシュウマイ とうふ けずりぶし ごまあぶら さとう マロニー きゅうり だいこん にんじん 24.5

みずたきふうスープ はくさい ねぎ えのきたけ

とりにくのごまずかけ ぎゅうにゅう とりにく あげ こめ むぎ さとう あぶら しょうが だいこん にんじん 655

きりぼしだいこんのふくめに ちくわ だいず でんぷん ごま こんにゃく しいたけ ごぼう えだまめ ねぎ にぼし 29.7

いちょうばじる ごまあぶら さといも

★リクエストメニュー★ チーズサラダ きなこ ぎゅうにゅう ハム パン さとう あぶら じゃがいも にんじん きゅうり キャベツ 658

ポークビーンズ チーズ ぶたにく だいず コーン たまねぎ グリンピース 26.7

ごしきあえ ぎゅうにゅう あつあげ こめ むぎ さとう しょうが たまねぎ にんじん 649

あつあげのみそしる あまくさだいおう でんぷん ごま しめじ ねぎ きゅうり キャベツ にぼし 25.1

ごまあぶら じゃがいも もやし コーン しいたけ

★天草宝島お魚給食★ ぶりのてりやき ぎゅうにゅう ぶり とりにく こめ さとう ごま さといも たくあんづけ きゅうり キャベツ 656

たくあんあえ 　　　あつあげ ちくわ こんにゃく でんぷん こんぶ にんじん ごぼう ねぎ 28.6

のっぺいじる しいたけ

★バレンタインメニュー★ かいそうサラダ ぶたにく ぎゅうにゅう こめ むぎ さとう あぶら たまねぎ にんじん しょうが 649

チョコプリン ノンドリップツナ じゃがいも ごまあぶら にんにく りんご かいそうサラダ 21.2

チョコプリン わかめ もやし きゅうり

ささみチーズフライ ぎゅうにゅうハム ショートニング さとう あぶら ブロッコリー にんじん きゅうり 606

ブロッコリーサラダ ささみフライ チーズ じゃがいも たまねぎ キャベツ しいたけ 26.3

やさいのスープに ベーコン ノンエッグマヨネーズ マカロニ

しおさば ぎゅうにゅう さば とりにく こめ むぎ しらたき ごぼう にんじん いんげん ねぎ 637

ごもくきんぴら さつまあげ あつあげ ごま さとう ごまあぶら しいたけ にぼし 29.9

けんちんじる さといも こんにゃく

やさいコロッケ ぎゅうにゅう しらす とりにく パン あぶら さとう じゃがいも キャベツ にんじん 610

ちりめんサラダ スキムミルク マカロニ きゅうり たまねぎ ホールコーン 22.9

マカロニのクリームに

★宇城の味★ わかめのすのもの とうふ とりにく あげ あつあげ こめ さとう ごま  こんにゃく しいたけ だいこん にんじん 603

びりんめし さつまじる ぎゅうにゅう さつまいも あぶら わかめ はくさい 22.4

きゅうり しょうが ごぼう ねぎ

むしぎょうざ　1・2年生①３年生～② ぎゅうにゅう ちりめん たまご こめ じゃがいも でんぷん きゅうり たまねぎ にんじん 673

じゃこじゃがサラダ ベーコン ノンエッグマヨネーズ コーン ねぎ しょうが 21.3

ちゅうかふうコーンスープ

★リクエストメニュー★ ソースカツ ぎゅうにゅう) ヒレカツ ハム パン あぶら さとう じゃがいも コーン だいこん きゅうり 白菜 573

シモンドレッシングサラダ とりにく にんじん パセリ たまねぎ 24.3

コンソメスープ

きびなごカリカリフライ③ ぎゅうにゅう ぶたにく あつあげ こめ むぎ あぶら ごま れんこん きゅうり にんじん 622

れんこんサラダ きびなごカリカリフライ さとう ノンエッグマヨネーズ だいこん しいたけ ねぎ にぼし 20.7

ぶたじる さといも こんにゃく

さかなのもみじやき ぎゅうにゅう ホキ こめ ノンエッグマヨネーズ にんじん キャベツ きゅうり 586

ごまあえ ミックスチーズ とりにく あつあげ ごま こんにゃく さとう ごぼう しいたけ だいこん ねぎ にぼし 25.6

かしわじる  

いわししょうがに ぎゅうにゅう いわし こめ さとう さといも はくさい にんじん れんこん 640

はくさいのあえもの とりにく さつまあげ こうやどうふ こんにゃく ごぼう いんげん 27.0

ちくぜんに

25 きん しろごはん

28 げつ しろごはん

22 か まるパン
きれめいり

24 もく むぎごはん

18 きん

21 げつ しろごはん

16 すい むぎごはん

17 もく しょくパン

14 げつ カレーライス
（むぎごはん）

15 か ココアパン

9 すい やきとりどん

10 もく
しろごはん

7 げつ むぎごはん

8 か
きなこあげパン

3 もく
にんじんパン

4 きん
セルフおにぎり
（むぎごはん・の
り・しそこんぶ）

1 か せわりコッぺパン

2 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

２月 こんだてひょう 

今月のふるさとくまさんデー 

宇城の味 「びりんめし」 
「びりんめし」は宇城市三角町の戸馳島に伝わる郷土料理で、 

豆腐の入った混ぜご飯です。豆腐を油で炒めるときに鍋が 

「びりん、びりん」というように聞こえることから「びりんめし」 

という名がついたそうです。 

今月から、卒業生（小学６年生、中学３

年生）のリクエストメニューが登場しま

す！今月登場するのは、一番人気の「き

なこあげパン」と「ソースカツ」です。 

お楽しみに♪ 

天草の養殖   
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