
エネルギー

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 たんぱく質

しょうが焼き 牛乳　ちくわ　とうふ 米　麦　油　さとう　ごま たまねぎ　しょうが　もやし 769

もやしのあえもの ぶた肉　わかめ ごま油 キャベツ　にんじん　 32.6

わかめスープ かまぼこ しいたけ

ホキフライ 牛乳　かまぼこ ミルクパン 油 さとう にんじん　キャベツ 797

にんじんサラダ ホキ じゃがいも でんぷん ホールコーン たまねぎ にら 34.0

ニラ玉スープ ツナ　たまご パンコ　こむぎこ

いわし生姜煮 牛乳　わかめ　あつあげ 米　麦　油　ごま油 きゅうり しょうが ごぼう ねぎ 728

きゅうりのピリ辛あえ ちくわ　とり肉　いわし さといも　でんぷん にんじん　しいたけ 30.4

のっぺい汁 節分豆　　　　　（にぼし） さとう こんにゃく

チキンナゲット② 牛乳　ツナ　牛肉 米　麦　油　さとう きゅうり　にんじん　キャベツ 896

フレンチサラダ とり肉 じゃがいも ホールコーン　たまねぎ 29.1

パンコ　こむぎこ しめじ グリンピース　にんにく

タイのマヨネーズ焼き 牛乳　タイ　ベーコン しょくパン　マカロニ　油 かぶ　たまねぎ　セロリー 795

かぶのサラダ チーズ　ハム ノンエッグマヨネーズ レタス　キャベツ　にんじん 34.8

ミネストローネ じゃがいも パセリ　にんにく　トマト

厚焼きたまご 牛乳　たまご　ハム　すりみ 米　麦　さとう　でんぷん ねぎ　たまねぎ　こまつな 767

こまつなのサラダ あつあげ ノンエッグマヨネーズ にんじん　はくさい　しいたけ 31.4

魚つみれ汁 　　　　　　　　（にぼし） ホールコーン　しょうが

かきあげ 牛乳　ちくわ　しらすぼし ミルクパン　油　さとう にんじん　ごぼう　たまねぎ 845

ごまずあえ たまご　かまぼこ　あおさ こむぎこ　ごま　うどんめん キャベツ　ねぎ　もやし 33.0

きつねうどん 油あげ　　　　（にぼし) しいたけ　はくさい

からあげ 牛乳　大豆　とり肉 米　麦　油　じゃがいも にんにく　しょうが　きゅうり 861

かいそうサラダ ぶた肉　スキムミルク でんぷん　こむぎこ にんじん　キャベツ　たまねぎ 30.0

わかめ　こんぶ　ふのり　とさかのり 青じそドレッシング りんご

焼きぎょうざ② 牛乳　あつあげ　かまぼこ 米　麦　油　さとう　ごま油 だいこん　きゅうり　たけのこ　しょうが 819

だいこんサラダ ぶた肉　かつお節 でんぷん にんじん　しいたけ　たまねぎ　にんにく 26.7

あつあげの中華煮 とり肉 こむぎこ　パンコ いんげん　キャベツ　にら　ねぎ

野菜コロッケ 牛乳　ハム　チーズ コッペパン 油 シーザードレッシング キャベツ　きゅうり　レタス 890

シーザーサラダ ぶた肉　ちくわ ちゃんぽんめん　さとう　パンコ　こむぎこ ピーマン　にんじん　たまねぎ 31.6

やきそば 大豆　 じゃがいも　さつまいも　でんぷん　こめこ もやし　ねぎ　しいたけ

すごもりミート 牛乳　牛ミンチ　たまご 米　麦　油　さとう　ごま たまねぎ　パセリ　れんこん 840

ほうれん草のごまあえ チーズ　とり肉　てんぷら じゃがいも ほうれん草 ごぼう いんげん 38.1

だいずの五目煮 大豆　あつあげ もやし　にんじん　こんにゃく

ぶりのてりやき 牛乳　ブリ　とうふ 米　麦　ごま油　さとう きりぼしだいこん　きゅうり 837

切り干しだいこんの酢の物 とりささみ　油あげ　わかめ ごま　じゃがいも ねぎ　にんじん　はくさい 36.5

じゃがいものみそ汁 麦みそ　　　　（にぼし） たまねぎ　しいたけ

ウインナー 牛乳　ハム　ウインナー コッペパン さとう 油　 たまねぎ　レタス　きゅうり 761

レタスサラダ スキムミルク　とり肉 じゃがいも ホールコーン　にんじん　パセリ 34.5

クリームシチュー グリンピース　はくさい　しめじ

のり塩きびなご 牛乳　きびなご　牛肉 米　麦　油　さとう　ごま ごぼう　ねぎ　にんじん 780

きんぴらごぼう とり肉　油あげ　ちくわ こむぎこ　こめこ しいたけ 27.5

トマトすいとん汁 あおのり　　　　（にぼし） でんぷん トマト

しゅうまい 牛乳　ぶたミンチ　たまご 米　麦　さとう　ごま たまねぎ　しょうが　もやし 766

もやしのナムル とりささみ ごま油　でんぷん　はるさめ きゅうり　にんじん　たけのこ 26.5

卵とはるさめのスープ わかめ しゅうまいの皮 しいたけ　パセリ

みかんゼリー 牛乳　大豆　とりささみ 米　麦　油　さとう　ごま みかん果汁　みかん　きゅうり 796

ひじきサラダ スキムミルク　天草大王 じゃがいも　イナアガー ホールコーン　にんじん　りんご 28.6

ひじき フレンチドレッシング キャベツ　たまねぎ　にんにく

魚のチーズ焼き 牛乳　赤魚　チーズ コッペパン ノンエッグマヨネーズ だいこん　かぼちゃ　りんご 816

冬のサラダ ハム　ベーコン　とり肉 さとう じゃがいも 油 たまねぎ　にんじん　パセリ 37.0

かぼちゃポタージュ スキムミルク ほうれん草

25 金 天草大王カレー

28 月 コッペパン

23 水 天　皇　誕　生　日

24 木 麦ごはん

21 月 コッペパンカット

22 火 麦ごはん

17 木 麦ごはん

18 金 麦ごはん

15 火 麦ごはん

16 水 コッペパン

11 金 建　国　記　念　日

14 月 お　弁　当　の　日

9 水 ミルクパン

10 木 カレーライス

7 月 食パン

8 火 麦ごはん

3 木
わかめごはん
節分豆

4 金 ハヤシライス

1 火 麦ごはん

2 水 ミルクパン

２月　　学校給食献立予定表
日 曜 主食 牛乳 おかず

材　　　料

Ｒ４． 

五和学校給食センター 

お肉給食の日 

 食育の日  お魚給食の日 

ふるさとくまさんデー 

ふるさとくまさんデー 

節分の日 

ふるさとくまさん 
天草宝島デー 

     「節分」とは、季節の変わり

目という意味で、今は主に、立春の前だ

けをいいます。昔の人は、悪いものや災

いを鬼にたとえ、豆をまいて追い払って

いました。それが節分の行事として、今

でも行なわれています。 

 今年はどんな鬼を退治しようかな？ 

だいこん 

  だいこんは、食べたものを消化や分解

をしてくれる「消化こうそ」をもっています。

緑の葉には、ビタミンCがたくさん含まれま

す。捨てるにはもったいない部分なので、

ぜひ利用しましょう。 

  レタスは、９５％が水分です。みずみずし
いレタスは、シャキシャキしていておいしいで
す。サラダにして、そのまま食べることもでき
ますが、スープや炒め物などにも使えます。 

２月１５日（火）の給食 
 

２月２１日（月）の給食 

レタス 

大豆のよさを見直そう！ 


