
エネルギー

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 たんぱく質

さばゆずみそに 牛乳　さば 米　麦　油　さとう　ごま きりぼしだいこん きゅうり 679

きりぼしだいこんのすのもの とりささみ　ぶた肉 ごま油　さつまいも にんじん　たまねぎ 27.0

あいしょう汁 麦みそ　米みそ　（にぼし） こめこ こんにゃく　ゆず　ねぎ

てりやきパティ 牛乳　スキムミルク 丸パン　油　さとう　 にんじん　きゅうり　りんご 624

チーズサラダ とり肉　チーズ　ぶた肉 こむぎこ レタス　たまねぎ　キャベツ 27.4

ラビオリスープ ベーコン パンコ　でんぷん ホールコーン　パセリ

肉しのだ 牛乳　ちくわ　とり肉　ぶた肉 米　さとう　ごま にんじん　ごぼう　たけのこ 658

なの花サラダ とうふ　はんぺん　青のり　すりみ ノンエッグマヨネーズ しいたけ　ほうれん草　なのはな 25.8

はんぺん汁 油あげ（かつお節・出し昆布） ひなあられ　でんぷん もやし　たまねぎ　えのき　ねぎ

さけ青のりチーズフライ 牛乳　スキムミルク パインパン 油 ごま さとう ごぼう　にんじん　きゅうり 657

ごぼうサラダ さけ　チーズ　あおさ ノンエッグマヨネーズ じゃがいも たまねぎ　グリンピース 28.0

クリームシチュー ツナ　とり肉 パンコ　こむぎこ はくさい しめじ パセリ

手作りハンバーグ 牛乳　ぶたミンチ　牛ミンチ 米　麦　油　さとう　ごま たまねぎ しめじ キャベツ ねぎ 648

きゅうりのすのもの てんぷら　油あげ　たまご パンコ きゅうり　にんじん　こんにゃく 26.7

たぬき汁 　　　　　　（かつお節） ごぼう えのき しょうが

ほうれん草オムレツ 牛乳　チーズ コッペパン こめこ 油 さとう れんこん こまつな　ほうれん草 683

れんこんチップサラダ たまご オリーブ油　でんぷん キャベツ　にんじん　たまねぎ　 24.7

ナポリタン ポークウインナー　大豆 スパゲティ しいたけ　ピーマン　にんにく

手作りはるまき 牛乳　チーズ 米　麦　油　さとう もやし　きゅうり　にんじん　 670

ちゅうかサラダ ポークウインナー はるまきの皮　ごま油 きくらげ　はくさい　ねぎ 24.2

汁ビーフン ハム　とり肉 ビーフン しょうが

野菜コロッケ 牛乳　とり肉　大豆 米　麦　油　さとう　ごま きゅうり　キャベツ　ねぎ　しいたけ 712

大根のうめドレサラダ スキムミルク　かつお節 じゃがいも　さつまいも　こめこ だいこん　たまねぎ　にんじん　うめ 20.9

ぶた肉 こむぎこ　パンコ　でんぷん ホールコーン　にんにく　りんご

魚のころころやき 牛乳　さけ　とうふ　たら こめこパン ノンエッグマヨネーズ パセリ　きゅうり　ねぎ 650

米めんサラダ チーズ　ハム　たまご 米めん こめこ ごま油 にんじん　しょうが 33.8

こめこのコーンたっぷりちゅうかスープ ホールコーン

てりやきチキン 牛乳　ハム　とり肉 米　麦　油　さとう しょうが　きゅうり　にんじん 657

はるさめサラダ あつあげ　ちくわ はるさめ　でんぷん　さといも にんじん　ごぼう　しいたけ 26.7

のっぺい汁 　　　　　　（にぼし） ノンエッグマヨネーズ ねぎ　こんにゃく

マカロニグラタン 牛乳　とり肉　チーズ こめこ入りにんじんパン マカロニ たまねぎ しめじ きゅうり 637

フレンチサラダ ベーコン　ツナ バター こめこ 油 さとう にんじん　キャベツ　パセリ 29.2

コンソメスープ じゃがいも ホールコーン

魚のセサミフライ 牛乳　ホキ　たまご 米　麦　油　さとう きゅうり ゆかり たまねぎ ねぎ 649

もやしのゆかりあえ ちくわ　油あげ こむぎこ　はるさめ もやし　はくさい　しいたけ 26.9

はくさいのみそ汁 麦みそ　　　　　（にぼし） さといも　ごま

からあげ 牛乳　ハム　とり肉　たまご 米　麦　油 にんにく　きゅうり　しょうが 693

マカロニサラダ かまぼこ　とうふ　わかめ でんぷん　こむぎこ　マカロニ たまねぎ　にんじん　しいたけ 26.3

すまし汁 　　（かつお節・出し昆布） ノンエッグマヨネーズ ねぎ

ひじきコロッケ 牛乳　牛ミンチ　ぶたミンチ 米　麦　油　さとう　ごま たまねぎ　にんじん 623

ブロッコリーのごまあえ たまご　とりささみ　ひじき じゃがいも ブロッコリー　えのき 21.8

あおさスープ とうふ　かまぼこ　あおさ パンコ　こむぎこ しいたけ　ねぎ

ツナオムレツ 牛乳　たまご　大豆 ミルクパン じゃがいも さとう たまねぎ ほうれん草 デコポン 643

デコポン ツナ　ぶた肉　えだまめ にんじん　パセリ 28.9

ポークビーンズ
23 水 ミルクパン
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五和学校給食センター 

ひなまつり献立 

 食育の日  

ふるさとくまさんデー 

ふるさとくまさんデー 

ふるさとくまさん 
３月２２日（火）の給食 

 
３月２３日（水）の給食 

  デコポンは「ぽんかん」と「きよみ」というみかん
をかけ合わせて作られた、頭のデコが特徴的なか

んきつ類です。デコポンというのは、商品名で「しら

ぬい」という名前の果物です。天草地域は、温暖な

気候をいかして、県内でも有数のかんきつ産地で

あり、デコポンの生産も盛んです。 

デコポン 

あおさ 

  ２月から４月いっぱいまで、天草市新和町では、
波の穏やかな入り江の地形を利用して、盛んにあ

おさの養殖の収穫が行われています。潮の満ち引

きに合わせて、養殖網の高さを調節したり、不純物

を丁寧に取り除いたりしているので、夜中に作業を

おこなうこともあるとても大変な仕事です。 


