
赤 黄 緑 エネル
ギー たんぱく質

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
（kcal) (ｇ)

ミネストローネ ぎゅうにゅう　かまぼこ　きなこ パン　さとう　あぶら にんじん たまねぎ キャベツ

ごぼうサラダ ベーコン　ツナ じゃがいも　マカロニ トマト パセリ にんにく ごぼう 634.0 26.9

ごま

すましじる ぎゅうにゅう　かまぼこ こめ　むぎ　さとう　ごま たまねぎ にんじん わかめ ねぎ

しょうがやき とうふ　ぶたにく　 しいたけ えのきたけ　ゆかり 565.0 22.5

ゆかりあえ （かつお・こんぶ） しょうが きゅうり キャベツ

コーンサラダ ぎゅうにゅう　ぶたにく こめ　むぎ　さとう　あぶら たまねぎ にんじん グリンピース

ハム じゃがいも マッシュルーム きゅうり 634.0 20.0

キャベツ コーン　

やさいスープ ぎゅうにゅう　ベーコン パン　バター　はちみつ　さとう たまねぎ にんじん キャベツ

えだまめサラダ えだまめ　ちくわ じゃがいも おさつスティック きゅうり 621.0 41.0

おさつスティック

ごもくじる ぎゅうにゅう　とりにく こめ　むぎ　ごま　さとう にんじん しいたけ ねぎ

いわしかんろに あつあげ　だいず　きりぼしだいこん こんにゃく きゅうり キャベツ 597.0 18.0

きりぼしだいこんあえ いわし　（にぼし）

ふわふわスープ ぎゅうにゅう　ベーコン　たまご パン　じゃがいも　パンこ にんじん たまねぎ パセリ

メンチカツ チーズ　ぶたにく あぶら　とうもろこし キャベツ　もやし 610.0 20.4

そえキャベツ

とうふとわかめのみそしる ぎゅうにゅう　とうふ　あげ こめ　こむぎこ　ごま にんじん たまねぎ えのきたけ

かみかみあげ たまご　さきいか　みそ さとう しいたけ ねぎ わかめ ごぼう 632.0 27.5

ごますあえ （にぼし） きゅうり キャベツ

もずくスープ ぎゅうにゅう　だいず　ちりめん こめ　むぎ　ごま　あぶら たかなづけ たまねぎ

かみかみサラダ とりにく　とうふ　ちくわ さとう にんじん もずく ねぎ きゅうり 565.0 24.3

しらす　だいず　（にぼし） キャベツ

ミルクスープ ぎゅうにゅう　ぶたにく　だいず パン　こめこ　あぶら たまねぎ にんじん ピーマン

ジャーマンポテト ベーコン　 じゃがいも キャベツ コーン　パセリ 649.0 23.9

はるさめスープ ぎゅうにゅう　ぶたにく　だいず こめ　むぎ　はるさめ たまねぎ にんじん グリンピース

そえやさい かまぼこ ごまあぶら　あぶら　さとう にんにく しょうが きくらげ 635.0 26.5

キャベツ ねぎ もやし

おしぼうちょう ぎゅうにゅう　とりにく　あげ パン　こむぎこ　さとう たまねぎ だいこん にんじん

キャロットサラダ ちくわ ツナ あぶら　 しいたけ ねぎ キャベツ 568.0 22.4

（にぼし） コーン

あおさのみそしる ぎゅうにゅう　あげ　とうふ こめ　むぎ　かたくりこ あおさ にんじん しめじ ねぎ

れんこんいりとりつくね ちくわ みそ　とりにく さとう　でんぷん　ピーナッツ たまねぎ れんこん いんげん 601.0 28.6

いんげんのピーナッツあえ （にぼし） もやし

アスパラソテー ぎゅうにゅう　ぶたにく こめ　むぎ　バター たまねぎ にんじん にんにく

あまなつゼリー だいず　ベーコン じゃがいも さとう アスパラガス もやし あまなつ 681.0 20.6

コーン みかんかじゅう　アガー

ウインナースープ ぎゅうにゅう　ウインナー パン　マカロニ　あぶら キャベツ　たまねぎ にんじん

じゃがいものミートソースやき ぎゅうにく　ぶたにく じゃがいも　さとう トマト 629.0 27.1

いちごジャム だいず　チーズ いちごジャム

めかたまじる ぎゅうにゅう　たまご　とうふ こめ　むぎ　さとう たまねぎ にんじん ねぎ わかめ

さばのソースに さば　かまぼこ でんぷん　ごまあぶら しょうが きゅうり もやし 579.0 21.4

もやしのちゅうかあえ （かつお・こんぶ） きくらげ

はんぺんじる ぎゅうにゅう　とうふ こめ　マーマレードジャム ゆかり たまねぎ にんじん はくさい

てばもとのマーマレードに はんぺん（やまいも）　とりにく むぎ ねぎ しいたけ オクラ　しょうが 603.0 29.4

おくらのかつおあえ （かつお・こんぶ） きゅうり キャベツ

ジャーチャンドウフ ぎゅうにゅう　ぶたにく こめ　むぎ　さとう にんじん たまねぎ たけのこ

やきぶたときくらげのちゅうかあえ あつあげ　いんげん　やきぶた でんぷん　ごま しいたけ ねぎ きくらげ 659.0 27.8

もやし　きゅうり　キャベツ

なすのみそしる ぎゅうにゅう　とりにく こめ　むぎ　でんぷん にんじん たまねぎ ねぎ

さかなのあまずあんかけ ちくわ　とうふ　あげ さとう　でんぷん　ごま わかめ　キャベツ　なす 580.0 26.4

ごまあえ ホキ　みそ　（かつお・こんぶ）

わかめスープ ぎゅうにゅう　ぶたにく　とうふ こめ　あぶら　さとう　ごま しょうが にんじん わかめ

もやしのナムル かまぼこ　 ごまあぶら キムチ　たまねぎ　しいたけ 565.0 21.0

きゅうり もやし

のっぺいじる ぎゅうにゅう　とりにく　ちくわ こめ　むぎ　でんぷん　さとう にんじん ごぼう しいたけ ねぎ

ささみのレモンづけ あつあげ　さつまあげ さといも　こんにゃく　あぶら レモン いんげん 655.0 28.1

こんにゃくおかかあえ つきこんにゃく ごま ごまあぶら

スタミナうどん ぎゅうにゅう　ぶたにく パン　うどん　さとう　あぶら キャベツ もやし きゅうり

はるまき とりにく　ヨーグルト ごまあぶら ピーマン にんにく 697.0 30.7

ヨーグルト

ちくぜんに ぎゅうにゅう　ちりめん こめ　むぎ　ごま　さとう うめぼし　にんじん　れんこん

ピーマンのこんぶあえ さつまあげ　あつあげ さといも　こんにゃく　 ごぼう いんげん ピーマン 580.0 23.3

とりにく　 もやし こんぶ

※都合により、献立や食材が変更になる場合がございます。ご了承ください。

【６月】こんだてよていひょう
天草市立有明小学校

日 曜 主食 牛乳 おかず

主　な　材　料 栄養量

1 水 あげパン

2 木 むぎごはん

3 金 ハヤシライス

6 月 はちみつトースト

7 火 むぎごはん

8 水 ミルクパン

9 木 しろごはん

10 金 かみかみたかなごはん

13 月 チリコンカンサンド

14 火 ドライカレー

15 水 こくとうパン

16 木 むぎごはん

17 金 ポークカレー

20 月 しょくぱん

21 火 むぎごはん

22 水 ゆかりごはん

23 木 むぎごはん

24 金 むぎごはん

27 月 ぶたキムチごはん

28 火 むぎごはん

29 水 パインパン

30 木 うめじゃこごはん

～あまくさのあじ～ 

6月4日～10日は 

「歯と口の健康週間」です！ 

噛むことは体や脳にとってとても大切なことですが、現代人

は噛む回数が少なくなっているといわれています。一口30回

以上噛んで食べることを目標にしてみましょう！ 
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