
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)

あまくさおさかなバーグ ぎゅうにゅう　さかなのすりみ とりにく こめ むぎ たまねぎ にんじん

ぐだくさんみそしる たまご　あぶらあげ　わかめ さとう パンこ あぶら しらたき しょうが キャベツ しめじ ねぎ 702 31.2

にんじんきんぴら あつあげ　いりこ さつまあげ こむぎこ ごま ごまあぶら ごぼう 869 38.2

オムレツ だっしふんにゅう ぎゅうにゅう こむぎこ さとう　かたくりこ キャベツ たまねぎ パセリ

キャベツスープ ベーコン いりこ アーモンド　いちごジャム にんじん　 630 27.2

いりこナッツ たまご だいず ほうれんそう 797 34.5

いわしのカリカリフライ ぎゅうにゅう さつまあげ こめ むぎ　こめこ にんじん ごぼう

だいずのごもくに いわし あぶら じゃがいも さとう ごま れんこん キャベツ きゅうり 705 26.2

キャベツのあまずあえ とりにく　あつあげ　だいず こんにゃく　かたくりこ しょうが 853 31.1

てづくりたまごやき ぎゅうにゅう　あつあげ こめ むぎ たまねぎ にんじん

ごもくじる たまご　とりにく　ツナ さとう あぶら こんにゃく ねぎ ごぼう しいたけ 612 25.2

シーチキンあえ かつおぶし　こんぶ じゃがいも きゅうり キャベツ トマト 756 30.4

しろみさかなフライ 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　パンこ　こむぎこ キャベツ パセリ セロリ 650 24.9

イタリアンサラダ さとう 　かたくりこ トマト きゅうり ピーマン 824 30.7

てばもとのにこみ ぎゅうにゅう　てばもと こめ むぎ しょうが キャベツ チンゲンサイ

しるビーフン ぶたにく さとう ビーフン ごまあぶら たけのこ にんじん　えだまめ 669 26.8

えだまめサラダ きくらげ にら きゅうり 828 33.0

ふわふわスープ だっしふんにゅう ベーコン こむぎこ さとう ピーマン マッシュルーム

サラスパサラダ チーズ じゃがいも　スパゲティ たまねぎ にんじん 687 24.8

ぎゅうにゅう　たまご パンこ パセリ きゅうり 829 31.1

カレー ぎゅうにゅう　だいず こめ むぎ たまねぎ にんじん

フルーツポンチ ぶたにく じゃがいも あぶら グリンピース もも パイン 686 21.0

カクテルゼリー マッシュルーム りんご みかん 853 25.1

しおサバ ぎゅうにゅう さば とうふ こめ むぎ たまねぎ にんじん

たまねぎととうふのみそしる だいず　あぶらあげ じゃがいも さとう ごま ねぎ 656 27.1

ひじきのあぶらいため さつまあげ　ひじき ごまあぶら にんじん 810 32.7

てづくりハンバーグ ぎゅうにゅう　ぎゅうにく パン あぶら パンこ さとう たまねぎ にんじん

コンソメスープ ぶたにく とうふ ベーコン じゃがいも こまつな パセリ キャベツ 650 26.5

フレンチサラダ たまご きゅうり コーン 786 31.9

シューマイ ぎゅうにゅう とりにく こめ むぎ　ぱんこ にんじん たまねぎ

マーボーどうふ とうふ ぶたにく さとう でんぷん ごまあぶら たけのこ グリンピース しょうが 636 24.6

うめサラダ だいず　 にんにく しいたけ キャベツ きゅうり 772 31.9

やきうどん ぎゅうにゅう さつまあげ こめこかぼちゃパン うどん キャベツ たまねぎ きゅうり

シーザーサラダ ぶたにく あぶら さとう かたくりこ にんじん コーン 708 23.9

わらびもち きなこ こくとう もやし 849 29.1

きびなごのかおりあげ ぎゅうにゅう きびなご こめ むぎ ねぎ たまねぎ きゅうり

にくじゃが ぶたにく ごまあぶら さとう あぶら にんじん　いんげん 648 27.3

ぴりからきゅうり あつあげ さつまあげ じゃがいも しらたき 803 28.3

いわしのしょうがに ぎゅうにゅう いわし こめ むぎ なす たまねぎ しいたけ

なすのみそしる とうふ あぶらあげ　いりこ あぶら さとう にんじん　ほうれんそう 636 26.3

きのこのソテー ベーコン　わかめ かたくりこ ねぎ しめじ エリンギ　しょうが 780 33.2

ハムエッグ ぎゅうにゅう　ハム ココアパン ラビオリ あぶら たまねぎ にんじん

ラビオリスープ たまご マカロニ キャベツ モロヘイヤ 622 25.4

マカロニサラダ きゅうり 768 31.7

かぼちゃのそぼろに ぎゅうにゅう とりにく こめ むぎ かぼちゃ にんじん　いんげん

ごぼうサラダ あつあげ　さつまあげ しらたき さとう ごま たまねぎ ごぼう キャベツ 676 22.0

ぶどうゼリー ツナ　かんてん ぶどう 835 29.2

じゃがいものてづくりコロッケ ぎゅうにゅう　ぶたにく パン じゃがいも あぶら にんじん たまねぎ

オニオンスープ おから　たまご こむぎこ パンこ さとう キャベツ 636 22.4

キャベツサラダ ウインナー コーン 809 26.7

わかめスープ ぎゅうにく　たまご こめ むぎ しょうが しいたけ　えのきたけ

れんこんサラダ ぎゅうにゅう とうふ さとう  ごま たけのこ にんじん　ほうれんそう 661 25.6

かまぼこ ツナ　わかめ ごまあぶら だいずもやし  たまねぎ  れんこん きゅうり 821 27.0

さかなのマヨネーズやき ぎゅうにゅう　ホキ こめ むぎ たまねぎ にんじん

おてせいすいとんじる とりにく　ちくわ こむぎこ しらたき ねぎ しいたけ ごぼう 705 29.3

ごもくきんぴら あぶらあげ さつまあげ ごまあぶら さとう ごま えだまめ 875 31.2

ちゃんぽん ぎゅうにゅう　かまぼこ こくとうパン チャンポンめん あぶら にんじん たまねぎ

ビーンズサラダ ぶたにく　きんときまめ アーモンド キャベツ もやし 639 25.9

だいず　だいふくまめ ねぎ きくらげ きゅうり 826 32.2

ホイコーロー ぎゅうにゅう　かまぼこ こめ むぎ キャベツ にんじん　しいたけ

ひらめんスープ ぶたにく さとう ごまあぶら あぶら たまねぎ ピーマン にんにく 685 23.5

ジューシー ひらめん しょうが  チンゲンサイ みかん 820 27.9

ビーフシチュー ぎゅうにゅう　チーズ パン じゃがいも あぶら たまねぎ にんじん

チーズサラダ ぎゅうにく　 さとう グリンピース にんにく きゅうり 641 21.8

もも キャベツ コーン　もも 807 26.7

※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。

　　　　　　６月　がっこうきゅうしょくこんだてよていひょう
ぎゅ
う

にゅ
う

1

おもなざいりょう
おかずひ よう

すい むぎごはん

しゅしょく

えいようりょう

しょくパン
いちごジャム

6 げつ むぎごはん

7 か ミルクパン

3 きん むぎごはん

2 もく

8 すい むぎごはん

9 もく ピザトースト

10 きん むぎごはん

13 げつ むぎごはん

14 か まるパン

15 すい むぎごはん

16 もく かぼちゃパン

17 きん むぎごはん

20 げつ むぎごはん

21 か ココアパン

22 すい むぎごはん

23 もく まるパン

24 きん ビビンバ

27 げつ むぎごはん

30 もく まるパン

28 か こくとうパン

29 すい むぎごはん

むしばよぼうかみかみ献

世界の料理：イタリア

ふるさとくまさんデー

世界の料理：かん国


