
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

チキンのカレーマヨ焼き 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 797

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 35.8

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

さばの塩焼き 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 830

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 33.6

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 818

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 34.3

もずくスープ もずく　（かつお節・出し昆布） ねぎ

小いわしのうめの香あげ 牛乳　ハム　かまぼこ 玄米パン　油　はるさめ きゅうり　にんじん　はくさい 813

マカロニサラダ いわし　たまご マカロニ　パン粉　小麦粉　米粉 しいたけ　たまねぎ　うめ 33.8

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 770

れんこんサラダ とうふ　すりみ　大豆 パン粉　米粉 にんじん　キャベツ　しいたけ 25.7

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 パン粉 ごぼう きゅうり たまねぎ 851

ミートボールスパゲティ チーズ　大豆 オリーブ油　小麦粉　でんぷん にんじん　しいたけ　にんにく 33.8

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　パン粉　小麦粉 にんじん　たまねぎ　しいたけ 793

くきわかめと大豆の炒め煮 かまぼこ　たまご　くきわかめ ごま　さとう　 ねぎ 34.3

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 825

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 25.7

米粉

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 829

フレンチサラダ ツナ　ベーコン　たまご じゃがいも　パン粉 キャベツ ホールコーン たまねぎ 33.9

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　パン粉　さとう たまねぎ なす きゅうり 766

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 30.8

とうふとわかめのみそ汁 麦みそ　わかめ　　　（にぼし）

高野豆腐のごまみそ 牛乳　こうやどうふ　牛肉 米粉パン　でんぷん　油 にんじん　きゅうり　しょうが 836

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 39.3

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 761

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 32.3

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 839

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 31.2

じゃがいものそぼろ煮 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 778

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　小麦粉 切り干しだいこん　こまつな 31.0

コンソメスープ でんぷん にんにく　パセリ

いわしうめ煮 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 766

こまつなと油あげの煮浸し 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 31.6

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　パン粉 キャベツ　にんじん　たまねぎ 851

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 42.1

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　パン粉　ごま にんじん　キャベツ　たまねぎ 779

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 35.9

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 827

もやしのごまあえ とりレバー　わかめ じゃがいも　小麦粉 たまねぎ　しいたけ 31.2

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 866

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 36.8

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 823

あまずあえ ちくわ　油あげ　たまご パン粉　でんぷん　じゃがいも もやし　にんじん　しいたけ 33.7

じゃがいものみそ汁 麦みそ　わかめ　（にぼし）

肥後ぎょうざ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 789

もやしのナムル たまご　とり肉 小麦粉　でんぷん　米粉 ねぎ　キャベツ　にら　しょうが 28.2

中華風コーンスープ 黒豆きなこクリーム 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 749

きんぴらごぼう 牛肉 でんぷん　小麦粉 しょうが　こんにゃく　にんじん 36.6

かしわ汁 　　　　　　　　（にぼし） しいたけ　だいこん

30 木 麦ごはん

28 火 麦ごはん

29 水 食パン
黒豆きなこクリーム

24 金 わかめごはん

27 月 食パン

22 水 セルフバーガー
（丸パンカット）

23 木 麦ごはん

20 月 ココアパン

21 火 麦ごはん

16 木 麦ごはん

17 金 麦ごはん

14 火 麦ごはん

15 水 米粉パン

10 金 カレーライス

13 月 ミルクパン

8 水 コッペパン

9 木 麦ごはん

6 月 玄米パン

7 火 麦ごはん

2 木 麦ごはん

3 金 麦ごはん

1 水 コッペパン

６月　　学校給食献立予定表

日 曜 主食 牛乳 おかず
材料

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 


