
栖本学校給食センター　（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)

若竹汁 とりにく　だいず　 こめ　むぎ　さとう　 グリンピース わかめ たけのこ

きゅうりとわかめの酢の物 とうふ　ぎゅうにゅう　 あぶら ごま　もち にんじん しいたけ ねぎ 795.0 25.6

柏餅 かまぼこ（かつお・こんぶ） たまねぎ　きゅうり

白玉団子汁 ぎゅうにゅう　ちくわ　とうふ こめ　むぎ　さとう　あぶら　 にんじん たまねぎ ねぎ ごぼう

魚のカレー南蛮 あげ　ホキ しらたま　でんぷん しいたけ いんげん もやし 793.0 32.9

いんげんのごま和え （にぼし） こむぎこ　ごま

豚汁 ぎゅうにゅう　ぶたにく こめ　むぎ　ごま　さといも にんじん ごぼう だいこん ねぎ

黒鯛のごまネーズ焼き あつあげ　くろだい　みそ こんにゃく しめじ しいたけ たまねぎ 775.0 31.2

シモンドレッシングあえ （にぼし） キャベツ きゅうり コーン

やきビーフン ぎゅうにゅう　ぶたにく パン ビーフン あぶら しょうが たまねぎ にんじん

ぎょうざ ちくわ きくらげ もやし キャベツ 810.0 36.7

ミニトマト ミニトマト

けんちん汁 ぎゅうにゅう　とりにく こめ　むぎ　さとう しいたけ にんじん ごぼう ねぎ

肉詰いなり あつあげ　あげ さといも　こんにゃく キャベツ きゅうり　コーン 785.0 28.8

かぼすあえ （にぼし） かぼす

ポークビーンズ ぎゅうにゅう　ぶたにく パン じゃがいも さとう たまねぎ にんじん きゅうり

ホキのフライ ベーコン　だいず　ホキ　 あぶら キャベツ コーン 860.0 37.3

コールスローサラダ ハム

豆腐サラダ ぶたにく　だいず　ちりめん こめ　むぎ　さとう たまねぎ にんじん しめじ

手作りりんごゼリー ぎゅうにゅう　とうふ じゃがいも ごまあぶら ごま にんにく コーン　きゅうり 813.0 25.7

クリームシチュー ぎゅうにゅう　とりにく パン　バター　さとう にんじん たまねぎ きゅうり

チキンナゲット アーモンド じゃがいも コーン キャベツ　パプリカ 869.0 32.5

イタリアンサラダ こむぎこ

もずく汁 ぎゅうにゅう　とりにく　 こめ さとう あぶら いんげん しいたけ にんじん

かみかみサラダ とうふ　だいず　ちりめん ごぼう たまねぎ もずく ねぎ 765.0 30.2

みかん果汁 ハム　ちくわ（かつお・こんぶ） きゅうり キャベツ みかんかじゅう

節そうめん汁 ぎゅうにゅう　とうふ　ちくわ こめ　むぎ　さとう えのきたけ にんじん しいたけ

南関揚げの卵とじ とりにく　たまご　なんかんあげ ふしそうめん　じゃがいも ねぎ たまねぎ 771.0 28.1

味のり のり　（かつお・こんぶ） でんぷん ほうれんそう　のり

豆腐とわかめのみそ汁 ぎゅうにゅう　とうふ　あげ こめ　むぎ　あぶら にんじん たまねぎ えのきたけ

真鯛のみぞれかけ まだい　みそ（にぼし） でんぷん　さとう　ごま しいたけ ねぎ わかめ だいこん 811.0 34.9

香味あえ つぼづけ キャベツ きゅうり

ラビオリスープ ウインナー　ぎゅうにゅう パン　ラビオリ にんじん たまねぎ パセリ

アスパラとツナのサラダ ベーコン ツナ キャベツ アスパラガス コーン 805.0 30.6

春雨スープ ぎゅうにゅう かまぼこ ハム パン　はるさめ　あぶら にんじん はくさい たまねぎ

ししゃもフリッター ぶたにく　とりにく　 さとう しいたけ キャベツ 823.0 31.0

チーズサラダ ししゃも　チーズ コーン

ピリッと肉じゃが ぎゅうにゅう　ぶたにく こめ じゃがいも つきこんにゃく たまねぎ にんじん たけのこ

いりこナッツ あつあげ　だいず　いりこ さとう あぶら カシューナッツ いんげん しょうが 832.0 31.7

ごま酢あえ ごま にんにく きゅうり キャベツ

しんたまねぎのかきあげうどん ぎゅうにゅう　かまぼこ パン　うどん　あぶら にんじん えのきたけ ねぎ

ひじきサラダ とりにく　（かつお・こんぶ） こむぎこ　でんぷん　ごま たまねぎ ひじき 836.0 23.3

キャベツ きゅうり

呉汁 ぎゅうにゅう　あげ　とりにく こめ さとう あぶら さといも ひじき にんじん いんげん ねぎ

かぼちゃフライ だいず　かつおぶし　ぶたにく だいこん ごぼう きゅうり 868.0 31.2

大根の梅サラダ みそ　（にぼし） コーン　かぼちゃ

スーミータン ぎゅうにゅう　たまご こめ　むぎ　あぶら にんじん たまねぎ ねぎ もやし

スタミナ丼 ぶたにく でんぷん さとう コーン ピーマン　パプリカ 761.0 27.3

チンゲンサイ キャベツ なす

わかめスープ ぎゅうにゅう　とうふ こめ　むぎ　あぶら わかめ にんじん たまねぎ

鶏の唐揚げ かまぼこ　とりにく でんぷん はるさめ ごまあぶら しいたけ しょうが にんにく 835.0 30.2

中華サラダ ハム さとう もやし きゅうり

※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。

【５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

2 月 ピースそぼろごはん

3 火 憲法記念日

4 水 みどりの日

5 木 こどもの日

6 金 麦ごはん

9 月 麦ごはん

10 火 ミルクパン

11 水

12 木 丸パンカット

13 金 カレーライス

16 月 振替休業日

17 火 アーモンドトースト

18 水 鶏ごぼうごはん

19 木 麦ごはん

ココアパン

25 水 白ごはん

20 金 麦ごはん

23 月 手作りウインナーパン

麦ごはん

30 月 麦ごはん

31 火 茶飯

26 木 米粉入り人参パン

27 金 ひじきごはん

24 火

～たまなのあじ～ 

☆天草宝島お魚給食☆ 


