
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)

野菜スープ 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

真鯛のムニエル～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 855 32

カラフル野菜のコールスローサラダ コーン

コーンと卵のスープ 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 831 29

豆乳ムース

すまし汁 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

花型豆腐バーグ 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 791 32

菜の花のごまあえ　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

大根の梅サラダ だいず　えび じゃがいも　ケーキ だいこん きゅうり　コーン 857 27

お祝いケーキ

じゃがいものそぼろ煮 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

さばゴマ衣焼 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 821 35

切干大根のすのもの 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 857 33

りんご （かつお・こんぶ） りんご

ちりめんみそ汁 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

平鯛の西京焼き 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 829 32

キャベツの塩昆布あえ （にぼし） キャベツ 

ほうれん草のシチュー 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 823 36

かみかみサラダ ちりめん　チーズ キャベツ

八宝菜 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 844 32

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 854 36

コーンサラダ

野菜シャキシャキ豚汁 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

平鯛のごまネーズ焼き あつあげ　チーズ　ひらだい はくさい しいたけ たまねぎ 817 36

海藻サラダ ちりめん　（にぼし） キャベツ　わかめ

白玉団子汁 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

しょうが焼き 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 800 39

ピーナッツ和え （にぼし）

だご汁 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

厚揚げの田楽 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 840 32

卵サラダ 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 816 32

デコポン カシューナッツ

キャベツのみそ汁 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　 （にぼし） さとう ごま　 たまねぎ しいたけ ねぎ 797 27

はくさいのしそ昆布あえ はくさい もやし　

肉うどん ぎゅうにゅう　ぎゅうにく こめ さとう うどん ごま にんじん しいたけ れんこん

ひじきサラダ かまぼこ とりにく たまねぎ ねぎ ひじき キャベツ 808 29

（にぼし） きゅうり

※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 水 麦ごはん

24 木 いなりずし

21 月 春分の日

22 火 はちみつトースト

17 木 麦ごはん

18 金 高菜めし

15 火 チーズサンド

16 水 麦ごはん

11 金 振替休業日

14 月 麦ごはん

9 水 麦ごはん

10 木 丸パンカット

7 月 わかめごはん

8 火 パインパン

3 木 ちらしずし

4 金 カレーライス

1 火 麦ごはん

2 水 揚げパン

主　な　材　料 栄養量

【3月】学校給食献立予定表 中学校

日 曜 主食 牛乳 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！ 

天草のおいしい魚 

天草の 

天草の 


