
エネルギー

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 その他 たんぱく質

きびなごカレーあげ③ ぎゅうにゅう きびなご とりにく こめ むぎ あぶら さとう キャベツ きゅうり ひじき 691

シモンドレッシングあえ だいず あげ さつまあげ はくりきこ コーン こんぶ かつおぶし 28.7

だいずのいそに こんにゃく じゃがいも にんじん いんげん

★子どもの日メニュー★ ハンバーグ ぎゅうにゅう ぶたにく こめ さとう ごま きゅうり キャベツ もやし ねぎ 677

ごしきあえ とりにく ごまあぶら ひらめんビーフン コーン にんじん たまねぎ 23.9

ひらめんスープ･かしわもち アスパラガス しいたけ

ソースカツ ぎゅうにゅう ヒレカツ ハム こめ むぎ あぶら さとう ひじき にんじん きゅうり 619

ひじきサラダ えだまめ とりにく ごま はるさめ たまねぎ しいたけ はくさい 22.7

はるさめスープ

スパゲティナポリタン ぎゅうにゅう ハム チーズ パン あぶら さとう にんじん たまねぎ ピーマン 664

ビーンズサラダ ミックスビーンズ スパゲティ いちごジャム マッシュルーム 24.3

いちごジャム きゅうり キャベツ 

さかなのもみじやき ぎゅうにゅう ホキ こめ むぎ さとう あぶら にんじん キャベツ きゅうり 634

コーンサラダ ミックスチーズ ちくわ とりにく ノンエッグマヨネーズ コーン たまねぎ ねぎ ごぼう にぼし 27.1

しらたまだんごじる あげ しらたまだんご しいたけ

てりやきチキン ぎゅうにゅう ハム とりにく ミルクパン マカロニ きゅうり キャベツ にんじん 639

マカロニサラダ ノンエッグマヨネーズ じゃがいも パセリ たまねぎ はくさい 31.4

コンソメスープ あぶら

★天草宝島お魚給食★ たいのあまずあんかけ 　ぎゅうにゅう マダイ こめ むぎ さとう あぶら たまねぎ にんじん ピーマン 679

ゆかりあえ 　　　とうふ かたくりこ じゃがいも キャベツ きゅうり ゆかり ねぎ にぼし 28.7

みそけんちんじる はくりきこ こんにゃく ごまあぶら たけのこ しいたけ ごぼう

とりのこうみやき ぎゅうにゅう とりにく こめ さとう ごま ごぼう きゅうり にんじん 675

ごぼうサラダ とりささみ ベーコン ノンエッグマヨネーズ じゃがいも たまねぎ キャベツ しいたけ 24.2

やさいのスープに マカロニ

はるまき とりにく ぶたにく ぎゅうにゅう はるさめ こむぎこ たまねぎ たけのこ キャベツ 609

アスパラサラダ 　とりささみ ちくわ こめこパン あぶら さとう にんじん きくらげ アスパラガス 28.4

タイピーエン うずらたまご ごまあぶら きゅうり コーン しいたけ ねぎ

ほうれんそうオムレツ ぶたにく ぎゅうにゅう こめ むぎ あぶら たまねぎ にんじん しょうが もも 685

ヨーグルトあえ ヨーグルト じゃがいも にんにく りんご パインアップル 22.6

たまご みかん ほうれんそう

★芦北・水俣の味★ たちうおかばやきふう ぎゅうにゅう たちうお とりにく こめ こむぎこ あぶら キャベツ きゅうり にんじん 661

わかめごはん サラたまのツナあえ ツナ ちくわ たまご かたくりこ さとう たまねぎ ねぎ にぼし 25.9

かきたまじる とうふ わかめ

ミートボール③ ぎゅうにゅう とうにゅう とうふ こめ さとう ごま じゃがいも トマト きゅうり にんじん ねぎ 598

やさいのあまずあえ ミートボール あげ キャベツ たまねぎ わかめ にぼし 19.5

じゃがいものみそじる いりこ

たいほうまき ぎゅうにゅう ぶたにく ちくわ こめ むぎ パンこ たまねぎ にんじん きゅうり 654

ごまじゃこサラダ たまご ちりめん とうふ じゃがいも あぶら だいこん なめこ えのきたけ 23.6

なめこじる はくりきこ ごま ごまあぶら さとう ねぎ わかめ

ひじきシュウマイ② ぎゅうにゅう ハム ぶたにく パン はるさめ さとう ごまあぶら きゅうり にんじん もやし ねぎ 584

ちゅうかふうすのもの ひじきシュウマイ かたくりこ しょうが たけのこ しいたけ 25.8

はっぽうさい うずらたまご たまねぎ キャベツ

いわしかんろに ぎゅうにゅう いわし  こめ さとう ごま さといも キャベツ きゅうり にんじん 609

ごまあえ ぶたにく あつあげ こんにゃく ごぼう だいこん しいたけ ねぎ にぼし 24.9

ぶたじる

スティックドッグ ぎゅうにゅう ベーコン パン さとう ラビオリ きゅうり キャベツ にんじん 619

ツナサラダ スティックドッグ ノンエッグマヨネーズ たまねぎ パセリ 26.9

ラビオリスープ ツナ

さかなのてんたまあげ ぎゅうにゅう あじ こめ むぎ あぶら きゅうり キャベツ にんじん 609

けずりぶしあえ ちりめん とりにく さといも こんにゃく ごぼう しいたけ ねぎ 24.9

のっぺいじる あつあげ ちくわ かたくりこ

さばみぞれに とりにく とうふ えだまめ ちくわ こめ あぶら さとう ごま ひじき にんじん きゅうり ねぎ 626

ごまずあえ ぎゅうにゅう さば こんにゃく キャベツ ごぼう しいたけ にぼし 29.6

ごもくじる あつあげ もやし だいこん

からあげ ぎゅうにゅう とりにく ちりめん パン さとう しょうが きゅうり たまねぎ 638

じゃこじゃがサラダ ベーコン はくりきこ かたくりこ にんじん キャベツ しいたけ 25.2

やさいスープ じゃがいも ノンエッグマヨネーズ

31 か こくとうパン

27 きん むぎごはん

30 げつ
とりとひじきの

まぜごはん

25 すい しろごはん

26 もく コッペパン

23 げつ むぎごはん

24 か にんじんパン

19 もく

20 きん しろごはん

17 か こめこパン

18 すい
カレーライス
(むぎごはん)

13 きん
むぎごはん

16 げつ しろごはん

11 すい むぎごはん

12 もく ミルクパン

9 げつ むぎごはん

10 か しょくパン

2 げつ むぎごはん

6 きん
しろごはん

材料

ひ よう しゅしょく 牛乳 おかず
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