
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

きびなごカレー揚げ④ 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 854

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 35.2

大豆の磯煮 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 829

五色あえ 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 29.5

平めんスープ･柏餅 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 747

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 27.5

春雨スープ

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 831

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 30.1

いちごジャム きゅうり キャベツ 

魚のもみじ焼き 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 781

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 32.9

白玉団子汁 あげ しらたまだんご しいたけ

照り焼きチキン 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 786

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 36.3

コンソメスープ あぶら

★天草宝島お魚給食★ 鯛の甘酢あんかけ 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 790

ゆかり和え 　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 32.3

みそけんちん汁 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

鶏の香味焼き 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

野菜のスープ煮 マカロニ

春巻 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 756

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 34.6

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

ほうれん草オムレツ 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 821

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 26.2

たまご みかん ほうれんそう

★芦北・水俣の味★ たちうおかば焼き風② 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 774

わかめごはん サラ玉のツナあえ 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 29.8

かきたま汁 とうふ わかめ

ミートボール④ 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 744

野菜の甘酢あえ ミートボール あげ キャベツ たまねぎ わかめ にぼし 23.2

じゃがいものみそ汁 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 793

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 28.5

なめこ汁 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③ 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 751

中華風酢のもの 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 32.9

八宝菜 うずらたまご たまねぎ キャベツ

いわし甘露煮 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 746

ごま和え 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 30.0

豚汁

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 780

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 33.4

ラビオリスープ ツナ

魚の天玉揚げ 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 743

削り節あえ 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 29.4

のっぺい汁 あつあげ ちくわ かたくりこ

さばみぞれ煮 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 767

ごま酢あえ 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 36.1

五目汁 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 815

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 31.0

野菜スープ じゃがいも ノンエッグマヨネーズ

31 火 黒糖パン

27 金 麦ごはん

30 月
鶏とひじきの

混ぜご飯

25 水 白ごはん

26 木 コッペパン

23 月 麦ごはん

24 火 人参パン

19 木

20 金 白ごはん

17 火 米粉パン

18 水
カレーライス
(麦ごはん)

13 金
麦ごはん

16 月 白ごはん

11 水 麦ごはん

12 木 ミルクパン

9 月 麦ごはん

10 火 食パン

2 月 麦ごはん

6 金
白ごはん

材料

日 曜 主食 牛乳 おかず

５月 給食献立表 
牛深学校給食センター （７２－４１５８） 

天草の養殖  

マダイ 

旬の味 


