
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 その他 たんぱく質

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 725

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 31.6

平めんスープ とりささみチャンク ビーフン ねぎ

さばゆずみそ煮 ぎゅうにゅう さば こめ キャベツ きゅうり にんじん 799

ゆかり和え 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 30.7

かきたま汁 わかめ

★節分メニュー★ いわしの香草あげ 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 812

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 37.4

わかめスープ･節分豆 ちくわ だいず

ひじきシュウマイ③ 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 818

大根じゃこサラダ 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 30.7

水炊き風スープ はくさい ねぎ えのきたけ

鶏肉のごま酢かけ 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 800

切干大根の含め煮 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 35.9

いちょうば汁 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 835

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 33.2

五色あえ 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 803

厚揚げのみそ汁 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 30.5

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★ ぶりの照り焼き 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 796

たくあん和え 　　　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 33.8

のっぺい汁 しいたけ

★バレンタインメニュー★ 海藻サラダ 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 791

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 25.4

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 773

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 32.6

野菜のスープ煮 ベーコン ノンエッグマヨネーズ マカロニ

塩さば 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 785

五目きんぴら 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 36.4

けんちん汁 さといも こんにゃく

野菜コロッケ 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 795

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 28.5

マカロニのクリーム煮

★宇城の味★ わかめの酢の物 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 747

びりんめし さつま汁 ぎゅうにゅう さつまいも あぶら わかめ はくさい 27.1

きゅうり しょうが ごぼう ねぎ

蒸しぎょうざ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 818

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 25.0

中華風コーンスープ

★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 716

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 29.7

コンソメスープ

きびなごカリカリフライ④ 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 779

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 25.5

豚汁 さといも こんにゃく

魚のもみじ焼き 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 722

ごま和え 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 31.1

かしわ汁  

いわし生姜煮 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 794

白菜の和えもの 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 32.8

筑前煮

25 金 白ごはん

28 月 白ごはん

22 火
丸パン切れ目入り

24 木 麦ごはん

18 金

21 月 白ごはん

16 水 麦ごはん

17 木 食パン

14 月 カレーライス
（麦ごはん）

15 火 ココアパン

9 水 焼き鳥丼

10 木
白ごはん

7 月 麦ごはん

8 火
きなこ揚げパン

3 木
人参パン

4 金
セルフおにぎり
（麦ごはん・の

り・しそこんぶ）

1 火 背割りコッぺパン

2 水 白ごはん

材料
日 曜 主食 牛乳 おかず

２月 給食献立表 

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   

ブリ 

天草大王

使用 

牛深学校給食センター （７２－４１５８） 


