
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 そのた たんぱくしつ

さかなのごまみそやき ぎゅうにゅう ホキ とりにく こめ むぎ ごま だいこん にんじん しいたけ 606

きりぼしだいこんのふくめに あげ とうふ ちくわ こんにゃく さとう たまねぎ えのきたけ ねぎ かつおぶしこ
んぶ 27.4

すましじる ノンエッグマヨネーズ ごまあぶら

てづくりちぐさやき ぎゅうにゅう とりにく とうふ たまご こめ さとう あぶら さといも ひじき にんじん しいたけ ねぎ 608

こまつなのツナあえ ツナ あつあげ ちくわ こんにゃく でんぷん こまつな きゅうり キャベツ いぼし 25.7

のっぺいじる レモンじる

あじごまフライ ぎゅうにゅう あじ こめ むぎ あぶら さとう わかめ ごぼう 598

わかめのすのもの とりにく ちくわ だいず さといも きゅうり にんじん しいたけ にぼし 24.8

いちょうばじる だいこん えだまめ ねぎ

やきししゃも　1・2年生① 3年生～② ぎゅうにゅう ししゃも こめ むぎ さとう キャベツ きゅうり にんじん 579

ごまあえ とりにく さつまあげ ごま さといも れんこん ごぼう いんげん かつおぶし 24.5

ちくぜんに こうやどうふ こんにゃく

キーマカレー（パンざらについでね） ぎゅうにゅう ぎゅうにく ぶたにく コッぺパン あぶら ごま たまねぎ にんじん グリンピース 636

ごまじゃこサラダ だいず ちりめん とりにく じゃがいも ごまあぶら さとう トマト にんにく しょうが はくさい 30.2

コンソメスープ･ヨーグルト ヨーグルト きゅうり だいこん パセリ

いわしうめに ぎゅうにゅう いわし こめ むぎ しらたき あぶら ごぼう にんじん いんげん 650

ごもくきんぴら ぎゅうにゅう さつまあげ とりにく ごま さとう ごまあぶら しょうが だいこん ねぎ にぼし 26.2

さつまじる あつあげ こんにゃく さつまいも はくさい

だいずとごぼうのメンチカツ ぎゅうにゅう さきいか たまご しょくパン さとう あぶら ごぼう にんじん きゅうり 642

かみかみサラダ ぶたにく とりにく ベーコン パンこ じゃがいも たまねぎ キャベツ パセリ 24.7

ふわふわたまごスープ チーズ

おとうふシュウマイ① ぎゅうにゅう ぶたにく こめ さとう ごまあぶら つぼづけ キムチ ねぎ くきわかめ 550

かみかみちゅうかスープ とうふ あおうめゼリー にんじん たまねぎ きくらげ 19.2

あおうめゼリー もやし

あげさばのおろしに ぎゅうにゅう さば とうふ こめ はくりきこ あぶら だいこん きゅうり にんじん 642

ツナとおおばのかおりあえ ツナ さとう じゃがいも しそ もずく たまねぎ ねぎ にぼし 26.1

もずくのみそしる

とりのトマトソースがけ ぎゅうにゅう とりにく ベーコン こめこパン さとう あぶら ごま トマト たまねぎ ピーマン 627

れんこんサラダ ノンエッグマヨネーズ エリンギ れんこん きゅうり 27.1

やさいのスープに じゃがいも マカロニ にんじん キャベツ しいたけ

いわしおかかに ぎゅうにゅう いわし こめ さとう ごま きゅうり にんじん キャベツ 589

やさいのあまずあえ とりにく とうふ ちくわ わかめ たまねぎ しいたけ 23.5

わかめスープ

むしぎょうざ　1・2年生① 3年生～② ぎゅうにゅう とうふ ぶたにく こめ むぎ さとう きゅうり もやし たまねぎ ねぎ 699

もやしのナムル とりささみ ごまあぶら ごま でんぷん にんじん しいたけ しょうが 28.2

マーボーどうふ にんにく

きびなごカリカリフライ② ぎゅうにゅう ちりめん とりにく こめ あぶら ごま さとう ひじき たまねぎ にんじん 640

てづくりふりかけ きびなご ちくわ あつあげ こんにゃく ごまあぶら かぼちゃ いんげん かつおぶし 24.9

かぼちゃそぼろに

ちくわのいそべあげ② とりにく えだまめ ちくわ とうふ こめ あぶら さとう ごま しょうが にんじん あおのり 604

いぐさそうめんじる ぎゅうにゅう はくりきこ たまねぎ わかめ ねぎ トマト かつおぶしこ
んぶ 22.5

ミニトマト いぐさそうめん はくさい

さかなのピザやき ぎゅうにゅう ホキ とりにく ミルクパン ノンエッグマヨネーズ マッシュルーム たまねぎ もやし 652

ツナサラダ チーズ おやさいつみれ はるさめ ピーマン きゅうり キャベツ 35.2

やさいだんごスープ ツナ にんじん しいたけ しょうが ねぎ

ささみチーズフライ ぎゅうにゅう とりにく ちくわ こめ さとう あぶら キャベツ きゅうり ピーマン 605

グリーンサラダ ささみ チーズ たまご にんじん たまねぎ ねぎ にぼし 30.0

かきたまじる ツナ とうふ わかめ

チキンパティ ぎゅうにゅう ベーコン まるパン さとう あぶら キャベツ きゅうり にんじん 602

コーンサラダ チキンパティ チーズ じゃがいも コーン たまねぎ トマト パセリ 26.7

ミネストローネ ひよこまめ にんにく

ミニハンバーグ ぎゅうにゅう ぶたにく こめ むぎ あぶら さとう たまねぎ にんじん しょうが 676

かいそうサラダ ツナ じゃがいも ごまあぶら にんにく りんご かいそう 26.2

わかめ もやし きゅうり

さかなのカリカリフライ ぎゅうにゅう ちりめん とうふ こめ あぶら きゅうり キャベツ にんじん 560

おかかあえ ホキ つくね たまねぎ はくさい ごぼう にぼし 22.7

つくねじる かつおぶし ねぎ しいたけ

マカロニのクリームに ぎゅうにゅう とりにく ベーコン ひのくにパン じゃがいも あぶら にんじん たまねぎ コーン 581

ビーンズサラダ ハム ミックスビーンズ マカロニ さとう きゅうり キャベツ すいか 22.4

すいか

かぼちゃフライ ぎゅうにゅう ハム とりにく こめ むぎ あぶら かぼちゃ はくさい 612

シモンドレッシングあえ ちくわ はるさめ コーン だいこん きゅうり 18.2

はるさめスープ にんじん たまねぎ しいたけ

さばしょうがに ぎゅうにゅう さば こめ さとう ごま ひじき にんじん きゅうり ねぎ 630

ひじきサラダ ハム えだまめ あつあげ じゃがいも たまねぎ しいたけ にぼし 24.7

あつあげのみそしる
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28 か ひのくにパン

29 すい むぎごはん

24 きん
カレーライス

（むぎごはん）

27 げつ しろごはん

22 すい しろごはん

23 もく まるパンきれめいり

20 げつ

21 か ミルクパン

16 もく むぎごはん

17 きん しろごはん

14 か こめこパン

15 すい しろごはん

10 きん キムタクごはん

13 げつ しろごはん

8 すい むぎごはん

9 もく しょくパン

6 げつ むぎごはん

7 か せわりコッぺパン

3 きん
むぎごはん

ざいりょう

★まごわやさしい献立★

★八代の味★

しょうがごはん

ひ よう しゅしょく
ぎゅう
にゅう

おかず

1 すい むぎごはん

2 もく しろごはん

６月 こんだてひょう 
牛深学校給食センター （７２－４１５８） 

旬の味 

すいか 


