
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)

やさいスープ ぎゅうにゅう　まだい　ベーコン こめ　むぎ　バター たまねぎ にんじん キャベツ

まだいのムニエル～こまつなソースかけ～ チーズ じゃがいも こむぎこ にんにく こまつな ミニトマト 656 26

カラフルやさいのコールスローサラダ コーン

コーンとたまごのスープ ぎゅうにゅう　きなこ　たまご パン さとう あぶら ごま たまねぎ にんじん コーン

ごぼうサラダ ベーコン　ツナ でんぷん キャベツ パセリ　ごぼう 684 25

とうにゅうムース

すましじる ぎゅうにゅう　ちくわ　たまご こめ さとう でんぷん にんじん しいたけ いんげん

はながたとうふバーグ はんぺん　とうふ　とりにく ごま ひなあられ たまねぎ わかめ ねぎ　なのはな 639 26

なのはなのごまあえ　ひなあられ （かつお・こんぶ） もやし コーン

エビフライ ぎゅうにゅう　ぶたにく こめ　むぎ　あぶら たまねぎ にんじん にんにく

だいこんのうめサラダ だいず　えび じゃがいも　 だいこん きゅうり　コーン 635 22

じゃがいものそぼろに ぎゅうにゅう　とりにく こめ むぎ　さとう　でんぷん たまねぎ にんじん いんげん

さばゴマころもやき さつまあげ　あつあげ こんにゃく じゃがいも ごま だいこん きゅうり 612 29

きりぼしだいこんのすのもの さば　とりにく さといも ごまあぶら

きしめん ぎゅうにゅう とりにく あげ パン きしめん さとう はくさい にんじん しいたけ

じゃこじゃがサラダ かまぼこ ちりめん じゃがいも ごま ごまあぶら えのきたけ ねぎ きゅうり 643 26

りんご （かつお・こんぶ） りんご

ちりめんみそしる ぎゅうにゅう ちりめん あげ こめ　むぎ　さとう にんじん たまねぎ しいたけ

ひらだいのさいきょうやき みそ　ひらだい じゃがいも ねりごま ごま わかめ ねぎ　だいこん 621 26

キャベツのしおこんぶあえ （にぼし） キャベツ 

ほうれんそうのシチュー ぎゅうにゅう　とりにく パン じゃがいも　こめこ にんじん たまねぎ しめじ

ハンバーグきのこソース ハム　ぶたにく　だいず バター さとう あぶら ほうれんそう きゅうり 634 28

かみかみサラダ ちりめん　チーズ キャベツ

うすやきたまご　ケチャップ ぎゅうにゅう　とりにく　ハム こめ　むぎ　マカロニ たまねぎ にんじん グリンピース

コンソメスープ たまご　ぶたにく　チーズ マッシュルーム もやし はくさい 577 23

シーザーサラダ キャベツ きゅうり ピーマン

はっぽうさい ぎゅうにゅう　ぶたにく　ハム こめ　むぎ　さとう しょうが たけのこ にんじん

ショーロンポウ うずらのたまご かまぼこ ごまあぶら でんぷん はるさめ きくらげ しいたけ たまねぎ 635 26

バンサンスー たまご はくさい ねぎ きゅうり もやし

ポトフ ぎゅうにゅう　チーズ　ハム パン じゃがいも あぶら にんじん たまねぎ しめじ

サーモンフライ ウィンナー　さけ パンこ キャベツ コーン 659 27

コーンサラダ

やさいシャキシャキぶたじる ぎゅうにゅう　ぶたにく こめ　むぎ　ごま　こんにゃく にんじん ごぼう だいこん ねぎ

ひらだいのごまネーズやき あつあげ　チーズ　ひらだい はくさい しいたけ たまねぎ 657 30

かいそうサラダ ちりめん　（にぼし） キャベツ　わかめ

しらたまだんごじる ぎゅうにゅう　ちくわ　あげ こめ　むぎ　さとう にんじん たまねぎ ねぎ ごぼう

しょうがやき とりにく　ぶたにく しらたまこ ごま ピーナッツ しいたけ しょうが ほうれんそう 612 31

ピーナッツあえ （にぼし）

だごじる ぎゅうにゅう　ちりめん　あげ こめ ごま さとう あぶら たかな　にんじん　だいこん

あつあげのでんがく とりにく ちくわ たまご ハム こむぎこ　こめこ しいたけ はくさい ねぎ ごぼう 639 26

たまごサラダ あつあげ　みそ　（にぼし） きゅうり キャベツ

ポークビーンズ ぎゅうにゅう　ぶたにく パン バター はちみつ たまねぎ にんじん キャベツ

じゃこナッツサラダ だいず ちりめん チーズ さとう じゃがいも あぶら きゅうり　デコポン 642 26

デコポン カシューナッツ

キャベツのみそしる ぎゅうにゅう　あげ　ぶたにく こめ　むぎ あぶら キャベツ にんじん えのきたけ

ソースカツ　はくさいのしそこんぶあえ （にぼし） さとう ごま　ケーキ たまねぎ しいたけ ねぎ 672 23

おいわいケーキ はくさい もやし　

※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。

23 すい むぎごはん

21 げつ しゅんぶんのひ

22 か はちみつトースト

17 もく むぎごはん

18 きん たかなめし

15 か チーズサンド

16 すい むぎごはん

11 きん チキンライス

14 げつ むぎごはん

9 すい むぎごはん

10 もく まるパンカット

7 げつ わかめごはん

8 か パインパン

3 もく ちらしずし

4 きん カレーライス

1 か むぎごはん

2 すい あげパン

おもなざいりょう えいようりょう

【3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

～あそのあじ～ 

☆天草宝島お魚給食☆ 

倉岳中1年生が 

考えた献立 

栖本小6年生が 

考えた献立① 

栖本小6年生が 

考えた献立② 

天草のおいしいくだも

はさんでたべよう！ 

じぶんでオムライスをつくろ

天草のおいしい魚 

天草の 

天草の 


