
栖本学校給食センター　担当：池田（TEL:0969-54-5333）

あか きいろ みどり エネル
ギー たんぱく

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
(kcal) しつ(ｇ)

ベジタブルスープ ぎゅうにゅう　すりみ　たまご パン でんぷん パンこ　あぶら たまねぎ にんじん キャベツ

ぎょロッケ チーズ　ちりめん カシューナッツ さとう しめじ だいこん ひじき 645 24.3

カシューナッツあえ コーン しょうが きゅうり パプリカ

にくだんごスープ ぎゅうにゅう　ぎゅうにく こめ　むぎ　はるさめ たまねぎ にんじん グリンピース

ちゅうかサラダ とりにく　だいず　とうふ ごまあぶら　さとう にんにく しょうが きくらげ 599 23.8

ハム　たまご はくさい ねぎ もやし きゅうり

すましじる ぎゅうにゅう　たまご こめ　さとう のり たまねぎ にんじん わかめ

ツナサラダ かまぼこ　とうふ　だいず ねぎ しいたけ きゅうり 642 25.2

せつぶんまめ ツナ（かつおぶし・こんぶ） キャベツ

キャベツのみそしる ぎゅうにゅう　あつあげ こめ　むぎ　でんぷん　ごま キャベツ にんじん たまねぎ

さかなのカレーなんばん ホキ　みそ（にぼし） こむぎこ　あぶら　さとう しいたけ ねぎ こまつな 653 24.5

こまつなのごまあえ もやし

おやこに ぎゅうにゅう　とりにく　たまご こめ　むぎ　あぶら　さとう たまねぎ にんじん キャベツ

いりこナッツ あつあげ　ちくわ　こおりどうふ じゃがいも カシューナッツ ごま ほうれんそう 610 28.4

ごまずあえ いりこ　だいず（かつおぶし）

コーンスープ ぎゅうにゅう　ハム　チーズ パン じゃがいも バター たまねぎ ピーマン にんじん

イカとツナのサラダ いか　ツナ こむぎこ　オリーブゆ コーン キャベツ　きゅうり 610 26.6

さとう レモンかじゅう　ミニトマト

じゃがいものみそしる ぎゅうにゅう　とうふ　あげ こめ　むぎ　ごま　さとう にんじん たまねぎ しいたけ

ごもくきんぴら さつまあげ　とりにく じゃがいも つきこんにゃく ねぎ ごぼう いんげん 669 24.0

にくづめいなり みそ（にぼし） ごまあぶら くきわかめ

とうふサラダ ぎゅうにゅう　とりにく こめ　むぎ　ごまあぶら たまねぎ にんじん しめじ

デコポンゼリー とうふ　ちりめん じゃがいも さとう ごま にんにく コーン　きゅうり 684 25.4

デコポン

めかたまじる ぎゅうにゅう　たまご　とうふ こめ　むぎ　さとう たまねぎ にんじん ねぎ わかめ

あつあげのチーズやき かまぼこ　あつあげ　チーズ でんぷん　ごま えのき もやし きゅうり 615 24.4

ごしきあえ （かつおぶし） こんぶ

ミネストローネ　ハートのコロッケ ぎゅにゅう　ぶたにく パン　さとう　あぶら　じゃがいも にんじん たまねぎ キャベツ

みずなとだいこんのサラダ ちりめん　 スパゲッティ　バター　パンこ トマト パセリ にんにく みずな 672 22.2

てづくりチョコスコーン ホームケーキミックス だいこん

わかめスープ ぎゅうにゅう　ぶたにく こめ　あぶら　さとう　ごま しょうが にんじん わかめ

だいこんのナムル かまぼこ とりにく　とうふ ごまあぶら はくさいキムチ　たまねぎ 590 21.2

しいたけ きゅうり だいこん

ぽかぽかみそしる ぎゅうにゅう　とうふ　 こめ　むぎ　てんぷらこ キャベツ だいこん しめじ ねぎ

ぶりカツ ぶり　ちりめん　みそ パンこ　あぶら　さとう にんじん しいたけ しょうが 679 26.5

ほうれんそうのごまあえ （にぼし） ごま ほうれんそう

おひめさんだんごじる ぎゅうにゅう　とりにく こめ　こだいまい　こむぎこ にんじん ごぼう だいこん ねぎ

さばしょうがに あげ　さば　みそ　 さつまいも こんにゃく しいたけ りんご みかん 650 25.5

さいかなます （にぼし） しらたまこ　さとう きゅうり　しょうが

だいずのごもくに 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

かみかみあえ あつあげ　さつまあげ　だいず じゃがいも こんにゃく ごま いんげん キャベツ きゅうり 604 27.9

てづくりふりかけ ちりめん　（にぼし） ごまあぶら だいこん くきわかめ ひじき

ふわふわスープ ぎゅうにゅう　ウインナー パン　じゃがいも　パンこ にんじん たまねぎ パセリ

サラたまサラダ たまご　ベーコン　チーズ タルト キャベツ 689 25.7

おこめのタルト

トマトクリームスパゲティ ぎゅうにゅう　たまご　ハム ホームケーキミックス こくとう にんにく たまねぎ にんじん

カリフラワーサラダ ベーコン チーズ スパゲティ　オリーブゆ マッシュルーム カリフラワー 685 24.1

トマト きゅうり キャベツ

けんちんじる ぎゅうにゅう　ぶたにく こめ　むぎ　ごま はくさいキムチ　たくあん　ねぎ

ひじきのあえもの とりにく　あつあげ さといも　こんにゃく しいたけ にんじん　ごぼう 592 22.9

ツナ　（にぼし） キャベツ こまつな ひじき コーン

だいこんのみそしる ぎゅうにゅう　とうふ こめ　むぎ　でんぷん たまねぎ だいこん にんじん

ささみのレモンづけ あげ　とりにく　（にぼし） あぶら　さとう ねぎ レモン キャベツ　コーン 642 25.6

シモンドレッシングあえ

※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。

25 きん キムタクごはん

28 げつ むぎごはん

23 すい てんのうたんじょうび

24 もく こくとうむしパン

21 げつ むぎごはん

22 か
てづくり
ウインナーパン

17 もく むぎごはん

18 きん こだいまいごはん

15 か こめこパン

16 すい ぶたキムチごはん

11 きん けんこくきねんのひ

14 げつ むぎごはん

9 すい むぎごはん

10 もく
あまくさだいおうの
カレーライス

7 げつ むぎごはん

8 か ピザトースト

3 もく
セルフてまき
（のり、たまごやき、
カニカマ）

4 きん むぎごはん

1 か パインパン

2 すい ドライカレー

おもなざいりょう えいようりょう

【２月】学校給食献立予定表 小学校

ひ よう しゅしょく

ぎゅ
う

にゅ
う

おかず

～やまがのあじ～ 

☆天草宝島お魚給食☆ 

せつぶ

栖本中1年生が 

考えた献立 

☆天草大王☆ 


