
栖本学校給食センター　担当：池田（TEL:0969-54-5333）

赤 黄 緑 エネル
ギー たんぱく質

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
（kcal) (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

魚ロッケ 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 853 29.8

カシューナッツあえ コーン しょうが きゅうり パプリカ

肉団子スープ 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

中華サラダ 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 768 28.4

ハム　たまご はくさい ねぎ もやし きゅうり

すまし汁 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 777 29.5

節分豆 ツナ（かつおぶし・こんぶ） キャベツ

キャベツのみそ汁 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

魚のカレー南蛮 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 834 29.3

小松菜のごまあえ もやし

親子煮 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 836 35.3

ごま酢あえ 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 790 32.2

さとう レモンかじゅう　ミニトマト

じゃがいものみそ汁 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

五目きんぴら 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 821 27.4

肉詰いなり みそ（にぼし） ごまあぶら くきわかめ

豆腐サラダ 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 848 31.1

デコポン

めかたま汁 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

厚揚げのチーズ焼き 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 790 29.8

五色あえ （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

水菜と大根のサラダ 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 853 27.3

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

大根のナムル 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 801 25.3

しいたけ きゅうり だいこん

ぽかぽかみそ汁 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 872 32.4

ほうれん草のごまあえ （にぼし） ごま ほうれんそう

お姫さん団子汁 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

さばしょうが煮 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 858 31.8

菜果なます （にぼし） しらたまこ　さとう きゅうり　しょうが

大豆の五目煮 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

かみかみ和え 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 810 33.9

手作りふりかけ 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

サラ玉サラダ たまご　ベーコン　チーズ タルト キャベツ 862 31.4

お米のタルト

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 850 29.2

トマト きゅうり キャベツ

けんちん汁 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 780 27.8

ツナ　（にぼし） キャベツ こまつな ひじき コーン

大根のみそ汁 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

ささみのレモン漬け 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 789 31.9

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 金 キムタクごはん

28 月 麦ごはん

23 水 天皇誕生日

24 木 黒糖蒸しパン

21 月 麦ごはん

22 火 手作りウインナーパン

17 木 麦ごはん

18 金 古代米ごはん

15 火 米粉パン

16 水 豚キムチご飯

11 金 建国記念の日

14 月 麦ごはん

9 水 麦ごはん

10 木 天草大王のカレーライス

7 月 麦ごはん

8 火 ピザトースト

3 木
セルフ手巻き
（のり、卵焼
き、カニカマ）

4 金 麦ごはん

1 火 パインパン

2 水 ドライカレー

主　な　材　料 栄養量

【２月】学校給食献立予定表 中学校

日 曜 主食 牛乳 おかず

～やまがのあじ～ 

☆天草宝島お魚給食☆ 

節分 

栖本中1年生が 

考えた献立 

☆天草大王☆ 


