
エネルギー

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 たんぱく質

チキンのカレーマヨやき 牛乳　ハム　とり肉 コッペパン ノンエッグマヨネーズ キャベツ きゅうり パセリ 629

にんじんドレッシングサラダ たまご さとう　オリーブ油　ごま油 アスパラガス　ホールコーン 28.7

チンゲン菜とたまごのスープ でんぷん にんじん　チンゲン菜　しいたけ　しょうが

さばのしおやき 牛乳　とうふ　サバ 米　麦　油　さとう　ごま油 キャベツ　にんじん　こんにゃく 697

カリじゃがサラダ ぶた肉 じゃがいも　さといも きゅうり　しょうが　ごぼう　ねぎ 29.8

ごまキムチ汁 米みそ　赤みそ　　（かつお節） ねりごま だいこん　こまつな　白菜キムチ

しゅうまい 牛乳　ぶたミンチ　とり肉 米　麦　油　さとう　ごま油 たまねぎ　しょうが　にんじん 659

いんげんのごま和え とうふ　ちくわ　もやし でんぷん　ごま　しゅうまいの皮 いんげん　もやし 28.0

もずくスープ もずく　（かつお節・出し昆布） ねぎ

小いわしのうめのかあげ 牛乳　ハム　かまぼこ げんまいパン　油　はるさめ きゅうり　にんじん　はくさい 632

マカロニサラダ いわし　たまご マカロニ　ぱんこ　こむぎこ　こめこ しいたけ　たまねぎ　うめ 26.4

はるさめさっぱりスープ じゃがいも　ノンエッグマヨネーズ

大豆ととうふのフライ 牛乳　あつあげ　とりささみ 米　麦　油　さとう　ごま れんこん きゅうり たまねぎ 657

れんこんサラダ とうふ　すりみ　大豆 ぱんこ　こめこ にんじん　キャベツ　しいたけ 22.7

切り干しだいこんのみそ汁 麦みそ　あおさ　　（にぼし） ごましょうゆドレッシング ねぎ　切り干しだいこん

ごぼうとナッツのカミカミサラダ 牛乳　牛肉　ぶた肉　とり肉 コッペパン ピーナツ さとう ぱんこ ごぼう きゅうり たまねぎ 664

ミートボールスパゲティ チーズ　大豆 オリーブ油　こむぎこ　でんぷん にんじん　しいたけ　にんにく 26.8

キャンディーチーズ スパゲティ　コールスロードレッシング パセリ　グリンピース

ささみのセサミフライ 牛乳　大豆　ささみ　とうふ 米　麦　油　ぱんこ　こむぎこ にんじん　たまねぎ　しいたけ 684

くきわかめと大豆のいために かまぼこ　たまご　くきわかめ ごま　さとう　 ねぎ 30.6

すまし汁 わかめ　（かつお節・出し昆布）

きびなごのカリカリフライ 牛乳　大豆　きびなご 米　麦　油　さとう にんじん　キャベツ　たまねぎ 679

にんじんサラダ ツナ　ぶた肉　スキムミルク じゃがいも　でんぷん ホールコーン　にんにく　りんご 21.8

こめこ

なかよしはるまき 牛乳　チーズ　ウインナー ミルクパン　油　さとう きゅうり　にんじん　パセリ 675

フレンチサラダ ツナ　ベーコン　たまご じゃがいも　ぱんこ キャベツ ホールコーン たまねぎ 28.3

ふわふわスープ コーンスターチ はるまきの皮

なすバーグ 牛乳　ぶたミンチ　たこ　たまご 米　麦　ぱんこ　さとう たまねぎ なす きゅうり 620

たこときゅうりのすのもの とうふ　油あげ　こうやどうふ ごま　でんぷん にんじん　しいたけ 25.2

とうふとわかめのみそ汁 麦みそ　わかめ　　　（にぼし）

こうやどうふのごまみそ 牛乳　こうやどうふ　牛肉 こめこパン　でんぷん　油 にんじん　きゅうり　しょうが 652

わかめサラダ かに風味かまぼこ　わかめ すりごま ごま油　うどん たまねぎ　しいたけ　ねぎ 30.6

肉うどん 赤みそ　　　　　　　（にぼし） さとう はくさい

いわしの甘みそかけ 牛乳　ちくわ　いわし 米　麦　油　さとう　ごま りんご　こまつな　しめじ 652

こまつなのごまあえ あつあげ　とり肉 さといも　でんぷん もやし　にんじん　しょうが 28.2

野菜のとろみ汁 赤みそ　（かつお節・出し昆布） しいたけ　ズッキーニ

きなこ豆 牛乳　ハム　とり肉　大豆 米　麦　さとう　ごま油 もやし　キャベツ　にんじん 676

もやしのあえもの てんぷら　きなこ　あつあげ じゃがいも　さといも たまねぎ　いんげん 25.5

じゃがいものそぼろに スキムミルク でんぷん　油 こんにゃく

ホキ天玉あげ 牛乳　ホキ　あおさ　 ココアパン 油 じゃがいも にんじん　たまねぎ　キャベツ 614

切り干し大根のベーコンソテー ベーコン　とり肉 マカロニ　こむぎこ 切り干しだいこん　こまつな 25.1

コンソメスープ でんぷん にんにく　パセリ

いわしうめに 牛乳　いわし　油あげ 米　麦　さとう　ごま　油 こまつな　ごぼう　ねぎ　しいたけ 641

こまつなと油あげのにびたし ぶた肉　あつあげ さといも　でんぷん しょうが　たまねぎ　うめ 27.3

ぶた汁 麦みそ　　（にぼし・かつお節） こんにゃく　だいこん　にんじん

てりやきパティ 牛乳　スキムミルク　とり肉 丸パン　油　さとう　ぱんこ キャベツ　にんじん　たまねぎ 659

コールスローサラダ とりささみ　ひよこ豆　チーズ ノンエッグマヨネーズ ホールコーン　しめじ　パセリ 33.1

ポタージュスープ 赤いんげん豆　青えんどう豆　 じゃがいも　でんぷん りんご

魚（ぎょ）ロッケ 牛乳　すりみ　チーズ　ハム 米　麦　油　ぱんこ　ごま にんじん　キャベツ　たまねぎ 635

ハムときくらげのあえもの たまご　とり肉　とうふ さとう　ごま油　でんぷん ホールコーン　しょうが　きくらげ 29.0

かき玉汁 ちくわ　わかめ　（にぼし） きゅうり　ねぎ　もやし

レバーマリアナソース 牛乳　とうふ　油あげ 米　麦　油　さとう　ごま キャベツ　ねぎ　もやし 657

もやしのごまあえ とりレバー　わかめ じゃがいも　こむぎこ たまねぎ　しいたけ 24.3

シモンそうめん汁 　　　　（かつお節・出し昆布） シモンそうめん　でんぷん

洋風たまごやき 牛乳　ベーコン　たまご 食パン さとう じゃがいも たまねぎ　にんじん　パセリ 684

ひじきポテトサラダ チーズ　ツナ 油 　ノンエッグマヨネーズ ホールコーン　きゅうり 29.7

ラビオリスープ ひじき ラビオリ キャベツ

和風とうふハンバーグ 牛乳　ぶたミンチ　とうふ 米　麦　油　さとう　ごま たまねぎ　キャベツ　ねぎ 666

あまずあえ ちくわ　油あげ　たまご ぱんこ　でんぷん　じゃがいも もやし　にんじん　しいたけ 27.7

じゃがいものみそ汁 麦みそ　わかめ　（にぼし）

ひごぎょうざ② 牛乳　とりささみ　とうふ 食パン さとう ごま油 ごま もやし　きゅうり　にんじん　にんにく 654

もやしのナムル たまご　とり肉 こむぎこ　でんぷん　こめこ ねぎ　キャベツ　にら　しょうが 23.6

ちゅうか風コーンスープ くろまめきなこクリーム クリームコーン　ホールコーン　たまねぎ

からあげ 牛乳　あつあげ　とり肉 米　麦　油　さとう　ごま にんにく　ごぼう　ねぎ 611

きんぴらごぼう 牛肉 でんぷん　こむぎこ しょうが　こんにゃく　にんじん 29.7

かしわ汁 　　　　　　　　（にぼし） しいたけ　だいこん

30 木 むぎごはん

28 火 むぎごはん

29 水
しょくパン
くろまめきなこクリー
ム

24 金 わかめごはん

27 月 しょくパン

22 水 セルフバーガー
（まるパンカット）

23 木 むぎごはん

20 月 ココアパン

21 火 むぎごはん

16 木 むぎごはん

17 金 むぎごはん

14 火 むぎごはん

15 水 こめこパン

10 金 カレーライス

13 月 ミルクパン

8 水 コッペパン

9 木 むぎごはん

6 月 げんまいパン

7 火 むぎごはん

2 木 むぎごはん

3 金 むぎごはん

1 水 コッペパン

６月　　学校給食献立予定表

ひ よう しゅしょく ぎゅう
にゅう

おかず
ざいりょう

五和学校給食センター 

Ｒ4． 

ふるさとくまさんデー 

ふるさとくまさんデー 

 食育の日  

カミカミ献立週間 

６日～１０日まで 

今月のふるさとくまさん 
天草宝島デー 

６月３日（金）の給食 
 

６月１４日（火）の給食 

きゅうり 

 きゅうりは、天草市河浦町では、
年間を通してハウス栽培が行われ
ています。質がよく五和給食セン
ターでは、手野地区で作られた
きゅうりを使用しています。シャ
キシャキのきゅうりは、他の野菜
とあわせて食べるとおいしいです。 

 いんげんは、成長が早いので、１年に２～３回収穫

できます。旬は６月から９月の夏野菜になります。若

いうちにサヤごと食べるので「さやいんげん」といい

ます。βカロテンや食物せんいなど栄養もたっぷり含

みます。茹でるとほのかな甘味があります。 

いんげん 


