
黄 赤 緑 エネルギー たんぱく質 脂肪

主にエネルギーになる 主に体の組織をつくる 主に体の調子を整える （Kcal) (g) (g)

ポークカレー 米　麦　じゃがいも 牛乳　ぶた肉　 玉ねぎ　にんじん　コーン

もやしのナムル ごま油　さとう チーズ　 もやし　ほうれん草　きくらげ

牛乳ゼリー おうとう

ポークビーンズ パン　ピーナッツ 牛乳　ソーセージ 玉ねぎ　にんじん　コーン

コールスローサラダ じゃがいも　 卵　ぶた肉 いんげん　キャベツ

大豆　 きゅうり　

のっぺい汁 米　マヨネーズ 牛乳　のり　卵 にんじん　きゅうり　ごぼう

いわしのしょうが煮 さといも　 かまぼこ　豆腐 だいこん　ねぎ　しょうが

せつぶん豆 ちくわ　いわし　大豆

厚あげのうま煮 米　さとう　油 牛乳　ひじき　とり肉 にんじん　ごぼう　しいたけ

かきたま汁 かたくり粉 うすあげ　天ぷら いんげん　玉ねぎ　ねぎ 795.0 30.5 24.9

厚あげ　卵　豆腐

コンソメスープ パン　小麦粉 牛乳　ハム　チーズ にんじん　キャベツ　玉ねぎ

ビーンズツナサラダ バター　じゃがいも ベーコン　ツナ コーン　きゅうり　パセリ

マヨネーズ 金時豆　大豆

すきやき風煮 米　マロニー 牛乳　牛肉　豆腐 しらたき　しいたけ　ねぎ

８ 火 里いもの揚げ煮 里いも　油 玉ねぎ　にんじん　はくさい 887.0 25.6 22.1

さとう　ごま

タイピーエン パン　春雨 牛乳　ぶた肉　イカ しいたけ　玉ねぎ　ねぎ

ぎょうざ 油 エビ　かまぼこ キャベツ　にんじん　しょうが

ちぎりレタス うずらの卵　ぎょうざ きくらげ　レタス

チキンなんばん 米　小麦粉 牛乳　とり肉 玉ねぎ　にんじん　だいこん

具だくさんだご汁 油　さとう　里いも うすあげ　みそ しいたけ　ねぎ　 920.0 27.1 26.2

マヨネーズ　白玉粉

ポパイスープ パン　バター　さとう 牛乳　卵　ハム ほうれん草　コーン

ポテトサラダ 小麦粉　じゃがいも ツナ にんじん　玉ねぎ　ねぎ 800.0 26.9 23.5

マヨネーズ きゅうり　

タイのパン粉焼き 米　麦　パン粉 牛乳　まだい もやし　キャベツ　にんじん

麦ご飯 ピーナッツあえ 油　ピーナッツ チーズ　ベーコン きゅうり　ほうれん草 790.0 31.6 23.6

冬野菜スープ かぶ　玉ねぎ

うどん パン　うどんめん 牛乳　天ぷら にんじん　ねぎ　しいたけ

16 水 ミルクパン かぼちゃフライ 油　 とり肉　かまぼこ 玉ねぎ　ほうれん草　もやし 767.0 31.1 27.5

かいそうサラダ わかめ　てんぐさ キャベツ　きゅうり　かぼちゃ

あおさ汁 米　さとう　油 牛乳　とり肉　 玉ねぎ　えのきたけ　ねぎ

はくさいのあまずあえ ごま あおさ　とうふ にんじん　はくさい　 825.0 30.4 23.5

かまぼこ　ちくわ ほうれん草　

ちくぜん煮 米　麦　さといも 牛乳　とり肉 ごぼう　たけのこ　にんじん

ごまネーズサラダ ごま　マヨネーズ ちくわ　のり しいたけ　れんこん　いんげん 883.0 28.3 24.3

のりつくだに だいこん　きゅうり　キャベツ

コーンスープ パン　じゃがいも 牛乳　ハム　チーズ ピーマン　玉ねぎ　にんじん

ブロッコリーサラダ 小麦粉　バター ベーコン　 コーン　ぶなしめじ　キャベツ 790.0 30.6 31.1

アーモンド ブロッコリー　きゅうり

ぶり大根 米　さとう 牛乳　ぶり　 だいこん　しょうが

とん汁 さといも　 ぶた肉　みそ にんじん　ごぼう　ねぎ 853.0 34.2 22.0

フルーツゼリー もも　パイン

　 カレーマーボー 米　麦　かたくり粉 牛乳　豆腐　 にんじん　玉ねぎ　しいたけ

24 木 ちゅうかサラダ ごま油　さとう ぶた肉　みそ ねぎ　たけのこ　もやし　コーン 890.0 29.4 23.5

キャベツ　きゅうり　

とり肉のピリ辛やき 米　ごま　 牛乳　とり肉 キャベツ　もやし　にんじん

25 金 ご飯 ごまあえ さとう　 うすあげ　わかめ きゅうり　はくさい　だいこん 798.0 32.1 22.8

冬野菜みそ汁 みそ しいたけ　ねぎ

こんさいのポトフ パン　じゃがいも 牛乳　ソーセージ にんじん　はくさい　玉ねぎ

ハンバーグの かたくり粉 ハンバーグ だいこん　ごぼう　しいたけ 712.0 27.3 25.1

　　きのこあんかけ えのきたけ

※　都合により献立や材料の変更がある場合があります。

26 月 にんじんパン

22 火 ご飯

麦ご飯

18 金 麦ご飯

21 月 ピザトースト

15 火

17 木
天草大王てり
やき丼

10 木 ご飯

14 月
チョコメロン
パン

30.5 35.3

ご飯

９ 水 こくとうパン 798.0 31.8 29.9

７ 月
クロックムッ
シュ

779.0

27.0 18.9

４ 金 ひじきご飯

３ 木 恵方手巻き 723.0

27.4 24.4

２ 水 かなぼうパン 783.0 31.5 25.9

１ 火 麦ご飯 908.0

令和　４年　２月　献立予定表
    天草市立有明中学校

主　な　材　料 栄養量
日 曜 主食 牛乳 副菜

天草おさかな給食の日 

熊本うまかもん給食


