
エネルギー

血や肉や骨になる 熱や力になる 体の調子を整える その他 たんぱく質

魚のごまみそ焼き 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 750

切干大根の含め煮 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 33.6

すまし汁 ノンエッグマヨネーズ ごまあぶら

手作り千草焼き 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 753

小松菜のツナ和え 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 31.1

のっぺい汁 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 733

わかめの酢の物 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 29.9

いちょうば汁 だいこん えだまめ ねぎ

焼きししゃも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 735

ごま和え 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 32.2

筑前煮 こうやどうふ こんにゃく

キーマカレー（パン皿についでね） 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 788

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 37.2

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

いわし梅煮 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 804

五目きんぴら 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 31.7

さつま汁 あつあげ こんにゃく さつまいも はくさい

大豆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 836

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 31.1

ふわふわ卵スープ チーズ

お豆腐シュウマイ② 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 704

かみかみ中華スープ とうふ あおうめゼリー にんじん たまねぎ きくらげ 24.6

青うめゼリー もやし

揚げさばのおろし煮 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 811

ツナと大葉の香り和え ツナ さとう じゃがいも しそ もずく たまねぎ ねぎ にぼし 33.8

もずくのみそ汁

鶏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 800

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 33.8

野菜のスープ煮 じゃがいも マカロニ にんじん キャベツ しいたけ

いわしおかか煮 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 723

野菜の甘酢あえ とりにく とうふ ちくわ わかめ たまねぎ しいたけ 27.8

わかめスープ

蒸しぎょうざ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 834

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 33.5

マーボー豆腐 にんにく

きびなごカリカリフライ③ 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 802

手作りふりかけ 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 31.1

かぼちゃそぼろ煮

ちくわの磯辺揚げ③ 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 733

いぐさそうめん汁 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 27.2

ミニトマト いぐさそうめん はくさい

魚のピザ焼き 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 824

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 43.6

野菜団子スープ 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 724

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 34.1

かきたま汁 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 754

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 32.7

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 818

海藻サラダ ツナ じゃがいも ごまあぶら にんにく りんご かいそう 30.4

わかめ もやし きゅうり

魚のカリカリフライ 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 706

おかかあえ ホキ つくね たまねぎ はくさい ごぼう にぼし 28.5

つくね汁 かつおぶし ねぎ しいたけ

マカロニのクリーム煮 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 732

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 27.7

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 783

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 21.8

春雨スープ にんじん たまねぎ しいたけ

さば生姜煮 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 777

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 30.0

厚揚げのみそ汁

30 木 白ごはん

歯
と
口
の
健
康
週
間

28 火 ひのくにパン

29 水 麦ごはん

24 金
カレーライス
（麦ごはん）

27 月 白ごはん

22 水 白ごはん

23 木 丸パン切れ目入り

20 月

21 火 ミルクパン

16 木 麦ごはん

17 金 白ごはん

14 火 米粉パン

15 水 白ごはん

10 金 キムタクごはん

13 月 白ごはん

8 水 麦ごはん

9 木 食パン

6 月 麦ごはん

7 火 背割りコッぺパン

3 金
麦ごはん

材料

★まごわやさしい献立★

★八代の味★

生姜ごはん

日 曜 主食 牛乳 おかず

1 水 麦ごはん

2 木 白ごはん

６月 給食献立表 
牛深学校給食センター （７２－４１５８） 

旬の味 

すいか 


