
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)

マーボー豆腐 ぎゅうにゅう　とうふ　 こめ　むぎ　さとう たまねぎ にんじん たけのこ

にんじんしゅうまい とりにく ハム ぶたにく でんぷん はるさめ しいたけ ねぎ しょうが もやし 801.0 28.8

バンサンスー たまご ごまあぶら にんにく きゅうり

うま煮 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

ごまネーズサラダ さつまあげ　ちくわ さといも　じゃがいも いんげん きゅうり キャベツ 766.0 25.8

りんご こんにゃく ごま りんご

春野菜のみそ汁 ぎゅうにゅう　とうふ　あげ こめ　むぎ　さとう　あぶら たまねぎ キャベツ にんじん

ソースカツ ぶたにく　（にぼし） じゃがいも しいたけ ねぎ きゅうり 819.0 27.7

シモンドレッシングあえ コーン

だご汁 ぎゅうにゅう　とりにく こめ　ごま　さとう　あぶら にんじん いんげん たけのこ

さんまみぞれ煮 ちくわ さんま　あげ こむぎこ　こめこ しいたけ はくさい ねぎ ごぼう 817.0 35.1

ゆかり和え （にぼし） きゅうり キャベツ 

ウインナースープ ぎゅうにゅう　とりにく　 パン　さとう　あぶら たまねぎ にんじん もやし

ごぼうサラダ きなこ　ウインナー ごま　ゼリー ごぼう キャベツ 816.0 31.2

お祝いゼリー ツナ　

はんぺん汁 ぎゅうにゅう　とうふ こめ　むぎ　てんぷらこ たまねぎ にんじん ねぎ

大砲巻き はんぺん　ぶたにく　ちくわ じゃがいも でんぷん あぶら しいたけ はくさい もやし 789.0 29.0

五色あえ たまご ごま　さとう きゅうり こんぶ

さつま汁 ぎゅうにゅう　とりにく こめ　むぎ　あぶら しいたけ しめじ にんじん

たちうおのからあげ ハム　あつあげ　たちうお こんにゃく だいこん ごぼう キャベツ 802.0 23.0

サラ玉あえ たまねぎ　ねぎ

かきたま汁 ぎゅうにゅう　たまご こめ　むぎ　でんぷん にんじん たまねぎ ねぎ もやし

ホイコーロー とりにく ちくわ　とうふ さとう　ごまあぶら わかめ　キャベツ　にんにく 806.0 35.7

ぶたにく　あつあげ（にぼし） しょうが

野菜たっぷり焼きそば ぎゅうにゅう　ぶたにく パン　あぶら　ごま もやし たまねぎ きくらげ

ひじきしゅうまい かまぼこ　とりにく キャベツ かいそう きゅうり 783.0 33.7

海藻サラダ わかめ　にんじん　コーン

フルーツヨーグルト ぶたにく　だいず　ヨーグルト こめ　むぎ　さとう たまねぎ にんじん にんにく もも

福神漬 ぎゅうにゅう じゃがいも りんご パイナップル みかん 858.0 26.1

バナナ ふくじんづけ

五目汁 ぎゅうにゅう　とりにく こめ　むぎ　ピーナッツ にんじん ごぼう しいたけ

いわし甘露煮 だいず　あつあげ こんにゃく じゃがいも ほうれんそう　もやし　ねぎ 801.0 34.5

ピーナッツ和え いわし（にぼし） さとう　

ナポリタン ぎゅうにゅう ウィンナー パン　スパゲッティ にんにく たまねぎ にんじん

春キャベツのコールスロー えだまめ ハム チーズ オリーブオイル ピーマン マッシュルーム 857.0 29.5

ばんかん トマト キャベツ コーン ばんかん

豆腐とわかめのみそ汁 ぎゅにゅう　とうふ　あげ こめ　むぎ　さとう グリンピース にんじん　ねぎ

手羽元の煮込み とりにく　（にぼし） ごま ごまあぶら たまねぎ えのきたけ しいたけ 782.0 30.8

切干大根すのもの わかめ しょうが だいこん きゅうり

コーンシチュー ぎゅうにゅう　とりにく パン　さとう　じゃがいも にんじん たまねぎ コーン

スナップエンドウサラダ ウインナー バター こむぎこ きゅうり キャベツ 800.0 29.2

スナップエンドウ

※都合により、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。

【4月】学校給食献立予定表 中学校

日 曜 主食 牛乳 おかず

主　な　材　料 栄養量

8 金 麦ごはん

11 月 麦ごはん

12 火 麦ごはん

13 水 たけのこごはん

14 木 揚げパン

15 金 麦ごはん

18 月 振替休業日

19 火 麦ごはん

20 水 麦ごはん

21 木 黒糖パン

22 金 カレーライス

25 月 麦ごはん

26 火 パインパン

27 水 ピースごはん

28 木 ウインナーサンド

29 金 昭和の日

～みなまた・あしきたのあじ～ 

栖本学校給食センターの 

6つのこだわり 
①栄養まんてん 
みなさんが成長するために

必要な栄養量はそれぞれち

がいます。実は、給食の量

は学年によって少しずつ違う

んですよ。全員がすききらい

なくすべて「おいしい！」と思

えるような工夫をします。 

②安全安心 
給食センターではみなさ

んが安心して給食を食べ

られるように、衛生管理

に力をいれています。 

③おいしくたのしく 
みなさんが住んでいる天草や

熊本県の新鮮でおいしい食

材をつかうようにしています。

「給食の時間がたのしい！」

「学校に来てよかった！」と思

えるような、ワクワクする献立

の工夫をしていきます。 

④地元を知る 
天草の郷土料理や栖本・

倉岳の特産物を給食にと

りいれ、ふるさとの味を伝

えていきます。 

⑤“食”のおもしろさ 
食べ物の豆知識や料理の作

り方などを知ったり、日本各

地・外国の料理を食べたりす

ることで「“食”っておもしろ

い！もっとしりたい！」と思え

るような工夫をします。 

⑥生産者とつなぐ 
給食ができるまでには、みな

さんの見えないところでたくさ

ん人が関わっています。食材

を作る人、育てる人…それらの

方々と食べるみなさんの橋わ

たしをします。 


