
天草学校給食センター

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)

ちぐさやき とりにく あぶらあげ たまご こめ さとう にんじん わらび　ほうれんそう

すましじる　かしわもち ぎゅうにゅう とうふ　わかめ　チーズ あぶら ごま しいたけ ねぎ　コーン　えのきたけ 695 24.1

クリーミーごまサラダ かまぼこ かつおぶし　こんぶ かしわもち たまねぎ にんじん　キャベツ きゅうり　たけのこ 861 29.3

のっぺいじる ぎゅうにゅう　あつあげ こめ むぎ たまねぎ にんじん

こめめんサラダ ぎゅうにく　とりにく しらたき さとう あぶら ごま ねぎ きゅうり キャベツ ごぼう 723 27.1

こんぶ　かつおぶし こめめん さといも こんにゃく しいたけ 897 32.9

やきししゃも ぎゅうにゅう　だいず こめ　むぎ にんじん 

だいずのいそに ししゃも　ちりめん　ひじき こんにゃく じゃがいも あぶら えだまめ 638 28.4

ちりめんのすのもの とりにく あつあげ　わかめ さとう ごま きゅうり 781 33.9

しろみざかなフライ ぎゅうにゅう　 ホキ ミルクパン あぶら じゃがいも にんじん　たまねぎ

ミネストローネ ベーコン マカロニ キャベツ パセリ セロリ 660 25.0

フレンチサラダ さとう　パンこ　こむぎこ トマト きゅうり コーン 783 29.0

とうふハンバーグ ぎゅうにゅう いりこ こめ むぎ　やまいも たまねぎ にんじん

しんじゃがのみそしる とうふ 　ぎょにくすりみ じゃがいも アーモンド あぶら ねぎ キャベツ きゅうり 628 23.1

アーモンドあえ わかめ さとう れんこん 790 29.1

てづくりかきあげ ぎゅうにゅう　だいず かまぼこ パン さとう でんぷん ごま ごぼう にんじん

うどん たまご　あぶらあげ　わかめ こむぎこ あぶら たまねぎ いんげん ねぎ 650 23.7

ごまネーズサラダ かつおぶし　こんぶ　ちくわ うどんめん にんじん　しいたけ　 きゅうり キャベツ 835 29.5

チキンナゲット ぎゅうにゅう　だいず こめ むぎ たまねぎ にんじん　にんにく

カレー とりにく じゃがいも あぶら グリンピース みかん もも 711 23.3

フルーツヨーグルト ぶたにく　ヨーグルト パンこ　こむぎこ マッシュルーム　パインアップル バナナ 919 30.6

しおサバ ぎゅうにゅう さば いりこ こめ　むぎ たまねぎ にんじん

あいしょうじる ぶたにく　　あぶらあげ さつまいも しらたき ねぎ きゅうり キャベツ 687 31.0

おかかあえ かつおぶし あぶら さとう 848 37.7

コンソメスープ とりにく パン あぶら じゃがいも にんじん たまねぎ

ツナサラダ ぎゅうにゅう ベーコン パンこ こまつな パセリ きゅうり 584 25.1

ツナ キャベツ 736 31.0

ぎゅうにゅう　なんかんあげ こめ むぎ たまねぎ にんじん

ふしそうめん とりにく しらす　チーズ さとう そうめん ねぎ しいたけ　 キャベツ 648 23.2

カルシウムサラダ たまご　かつおぶし　こんぶ オリーブゆ きゅうり 801 27.7

すりみおこのみてん ぎゅうにゅう たら こくとうパン さとう あぶら しょうが バナナ　いんげん

ひらめんスープ だいず　チーズ　ひじき こむぎこ にんじん　たまねぎ 626 27.6

バナナ たまご　ぶたにく　 かまぼこ ひらめん ごまあぶら しいたけ チンゲンサイ 791 34.2

レバーのあまずあんかけ ぎゅうにゅう　もずく こめ むぎ にら たまねぎ しょうが

もずくのすましじる とりレバー とうふ あぶら アーモンド ごま にんじん ねぎ 720 33.3

ちくわ　かつおぶし　こんぶ さとう えのきたけ 897 41.0

やさいコロッケ ぎゅうにゅう　かまぼこ こめ　むぎ　あぶら　さつまいも キャベツ たまねぎ ねぎ ごぼう

はるさめじる とりにく　ぶたにく じゃがいも はるさめ さとう　パンこ にんじん えだまめ

ごもくきんぴら てんぷら ごまあぶら しらたき ごま しいたけ 790 23.4

ポークビーンズ ぎゅうにゅう　だいず パン バター にんじん たまねぎ

マカロニサラダ ぶたにく さとう アーモンド あぶら トマト　えだまめ 636 23.0

じゃがいも マカロニ キャベツ きゅうり 801 28.1

さかなのマヨネーズやき ぎゅうにゅう　ホキ こめ　むぎ キャベツ たまねぎ しめじ ねぎ

ぐだくさんみそしる とうふ あぶらあげ いりこ にんじん 633 27.7

こうみあえ わかめ きゅうり つぼづけ 776 32.8

そらまめのキッシュ ぎゅうにゅう ベーコン こめこにんじんパン バター あぶら そらまめ たまねぎ あまなつ

ミルクスープ たまご チーズ じゃがいも さとう にんじん　キャベツ 623 23.6

あまなつサラダ なまクリーム しいたけ　コーン きゅうり 809 29.9

きびなごフライ ぎゅうにゅう　とうふ　とさかのり こめ むぎ にんじん たまねぎ

いりどうふ きびなご とりにく　わかめ あぶら さとう ごま しいたけ グリンピース 638 26.8

かいそうサラダ たまご　ひじき　こんぶ　ふのり パンこ　こむぎこ たけのこ コーン きゅうり キャベツ 798 33.1

たいのしおやき ぎゅうにゅう　ハム こめ　むぎ にんじん ごぼう

ごもくじる たい　とりにく　ヨーグルト あぶら こんにゃく じゃがいも しいたけ ねぎ かぼちゃ 719 30.6

かぼちゃサラダ あつあげ　かつおぶし　こんぶ きゅうり コーン 865 34.3

ミートスパゲティ ぎゅうにゅう　ぶたにく ひのくにパン さとう あぶら にんじん たまねぎ　グリンピース

フルーツカクテル だいず　 スパゲティ マッシュルーム　もも　バナナ　みかん 687 24.2

ゼリー コーン しいたけ　トマト パインアップル 885 30.1

※献立は都合により変更する可能性があります。ご了承ください。
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10 か ミルクパン

9 げつ むぎごはん
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12 もく まるパン
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16 げつ むぎごはん
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27 きん むぎごはん

30 げつ むぎごはん

25 すい むぎごはん

たんごのせっくこんだて 

はさんでたべてね 

ふるさとくまさんデー：たまなちく 

あまくさのさかな 


