
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 たんぱく質

手作りメンチカツ 牛乳　牛ミンチ　ぶたミンチ こめこいりかぼちゃパン　ぱんこ たまねぎ　にら　きゅうり 815

海藻サラダ たまご　かまぼこ こむぎこ　油　ごま油 キャベツ　にんじん 34.9

中華風かき玉汁 わかめ　ふのり　とさかのり 青じそドレッシング きくらげ

ひじきコロッケ 牛乳　とり肉　ぶたミンチ　とりミンチ 米　麦　油　さとう たまねぎ　にんじん 852

切り干しだいこんの炒め煮 たまご　てんぷら　とうふ　油あげ じゃがいも　こむぎこ こんにゃく　きりぼしだいこん 28.0

豆腐とわかめのみそ汁 麦みそ　ひじき　わかめ　（にぼし） ぱんこ　ごま油 しいたけ

チキンフリッター 牛乳　チーズ　とり肉 コッペパン　油　さとう にんじん　トマト　セロリー 781

トマトとアスパラガスのサラダ ベーコン こむぎこ　じゃがいも アスパラガス　きゅうり　にんにく 34.2

ミネストローネ マカロニ たまねぎ　キャベツ　パセリ

白身魚のマリネ風 牛乳　赤魚　かまぼこ 米　麦　油　さとう たまねぎ　キャベツ　ピーマン 840

キャベツとかまぼこのうめあえ ぶた肉　あつあげ　 でんぷん　じゃがいも きゅうり　にんじん　いんげん 34.9

ぶたじゃが てんぷら 青じそドレッシング こんにゃく　うめ　黄パプリカ

たいのプロバンス風 牛乳　たい　ぶた肉　 米　油　さとう グリンピース　たまねぎ　にんじん　しょうが 784

かりかりきゅうり あつあげ でんぷん　さといも しいたけ　パセリ　こんにゃく　ねぎ　トマト 33.9

ぶた汁 麦みそ　　　　　（にぼし） さといも こんにゃく きゅうり　キャベツ　だいこん　ごぼう　

なすとトマトのみそグラタン 牛乳　ぶたミンチ　だいず 米　麦　さとう　ごま なす トマト たまねぎ ピーマン 752

ほうれん草のごまあえ チーズ　ちくわ　とり肉 オリーブ油　しらたま にんにく　パセリ　ほうれん草　しいたけ 29.0

白玉団子汁 油あげ　麦みそ　（にぼし） もやし　にんじん　ねぎ　ごぼう

高野豆腐入りミートローフ 牛乳　牛ミンチ　ぶたミンチ 米　麦　さとう　ごま たまねぎ ごぼう きゅうり 792

ごぼうサラダ こおやどうふ　ツナ　とうふ しらたまふ にんじん　きぬさや 31.1

さやえんどうとおふのすまし汁 　　　　（かつお節・出し昆布） ノンエッグマヨネーズ しいたけ

きびなごのチーズあげ 牛乳　きびなご　たまご しょくパン　こむぎこ　油 もやし　キャベツ　にんじん 775

ごまずあえ チーズ　かまぼこ　ぶた肉 さとう　ごま　はるさめ はくさい　たまねぎ　たけのこ 35.7

タイピーエン ちくわ いちごジャム きくらげ　しいたけ　ねぎ

厚焼きたまご 牛乳　たまご　ちりめん 米　麦　油　さとう ねぎ たまねぎ きゅうり 730

きゅうりとじゃこの酢の物 油あげ　こんぶ　わかめ じゃがいも にんじん　しいたけ 27.3

じゃがいものみそ汁 麦みそ　あじのり（にぼし）

いわしとお肉のハンバーグ 牛乳　だいず　とり肉 米　麦　油　さとう おうとう　みかん　バナナ 893

フルーツ白玉 スキムミルク　ひじき　 しらたま　じゃがいも　でんぷん りんご　たまねぎ　にんじん 27.3

すりみ　ぶた肉 カクテルゼリー　ぱんこ にんにく　しょうが

ポタージュスープ 牛乳　ハム　チーズ しょくパン　ゼリーのもと たまねぎ　ピーマン　あまなつ 815

野菜サラダ とりささみ　とり肉 じゃがいも　油 ホールコーン　キャベツ　きゅうり 36.4

わかめ　スキムミルク サラ玉ちゃんドレッシング にんじん　しめじ　パセリ

焼き魚 牛乳　ほっけ　とり肉 米　麦　油　さとう　ごま キャベツ きゅうり れんこん 799

きゅうりの酢の物 てんぷら　こおやどうふ さといも にんじん　ごぼう　いんげん 38.9

筑前煮 こんにゃく

すごもりたまご 牛乳　ハム　たまご　チーズ コッペパン　さとう ほうれん草　きゅうり　ピーマン 848

イタリアンサラダ ポークウインナー　だいず オリーブ油　スパゲッティ キャベツ　ホールコーン　にんにく 35.7

ナポリタン イタリアンドレッシング たまねぎ　にんじん　しいたけ　赤パプリカ

いわしうめ煮 牛乳　てんぷら　かつお節 米　麦　さとう　ごま にんじん　ねぎ　こんにゃく　うめ 814

こんにゃくおかかあえ いわし　とうふ　ぶたミンチ ごま油　でんぷん たまねぎ　しいたけ　いんげん 35.8

マーボードウフ 麦みそ　赤みそ 油 たけのこ　にんにく　しょうが

大豆のドライカレー 牛乳　ぶたミンチ　牛ミンチ 米　麦　油　さとう たまねぎ ピーマン しめじ　えだまめ 820

トマトサラダ だいず　ポークウインナー じゃがいも しょうが　トマト　にんにく　きゅうり 32.8

ウインナースープ ホールコーン　にんじん　キャベツ　パセリ

てりやきチキン 牛乳　きなこ　とり肉 コッペパン　さとう　油 キャベツ きゅうり たまねぎ 774

シモンドレッシングあえ ベーコン　 シモンドレッシング ホールコーン　ズッキーニ 32.1

ズッキーニ入りコンソメスープ でんぷん にんじん　パセリ

あじのカレー南蛮漬け 牛乳　あじ　とりささみ 米　麦　油　さとう　ごま にんじん　ピーマン　たまねぎ 790

もやしのナムル ぶた肉 でんぷん　ごま油 もやし　きゅうり　しいたけ 30.2

平めんスープ クイッティオ ねぎ

31 火 麦ごはん

27 金 麦ごはん

30 月 揚げパン

25 水 コッペパン

26 木 麦ごはん

23 月 ピザトースト
甘夏ゼリー

24 火 麦ごはん

19 木
麦ごはん
味つけのり

20 金 カレーライス

17 火 麦ごはん

18 水
食パン
いちごジャム

13 金 麦ごはん

16 月 　給　　食　　な　　し

11 水 　振　　替　　休　　業　　日

12 木 ピースごはん

9 月 コッペパン

10 火 麦ごはん

2 月
米粉入り
かぼちゃパン

6 金 麦ごはん

５月　　学校給食献立予定表

日 曜 主食 牛乳 おかず
材　　　料

Ｒ4． 
五和学校給食センター 

 食育の日  

お魚給食の日 

ふるさとくまさんデー 

ふるさとくまさんデー 

今月のふるさとくまさん 
天草宝島デー 

５月１０日（火）の給食 
 

５月２３日（月）の給食 

あまなつ 

 あまなつは、ビタミンCをたっぷりふくんだ甘

酸っぱくてさわやかなみかんです。３月から５

月が夏みかんの旬で、時間とともに酸味がへっ

て甘く変化します。そのまま食べてもおいしい

ですが、ジュースやいろいろな料理やお菓子の

材料としてもおいしいです。 

じゃがいも 

   ～ お し ら せ ～ 
 今年度も「お魚給食の日」が実施されます！ 
子ども達に天草のおいしい水産物を知ってもらい、
ふるさと天草の魅力を感じてほしいと思います。 

 天草では、メークインの生産が多く４月から６
月にかけて出荷されます。メークインは、煮崩れ
しにくく、子ども達が大好きなカレーやシチュー
に適しています。天草市天草町大江では、じゃが
いも掘りのイベント、「ジャガジャガ祭」が有名
です。 


