
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

ささみチーズフライ ぎゅうにゅう ベーコン こめ さとう じゃがいも こまつな きゅうり キャベツ 715

小松菜のツナ和え ささみ チーズ マカロニ レモン たまねぎ にんじん 29.3

野菜のスープ煮 ノンドリップツナ しいたけ

スティックドッグ ぎゅうにゅう とりにく コッぺパン さとう ごま じゃがいも きゅうり にんじん キャベツ 749

野菜の甘酢あえ スティックドッグ かぼちゃ たまねぎ 30.4

かぼちゃポタージュ

ちくわのカレー揚げ③ ぎゅうにゅう ちくわ とりにく こめ むぎ あぶら さとう キャベツ きゅうり にんじん 827

ゆかり和え だいず あげ さつまあげ こむぎこ こんにゃく ゆかり ひじき こんぶ いんげん こんぶ
かつおぶし 32.1

大豆の磯煮 じゃがいも

★防災の日★ すいとん汁 ぎゅうにゅう とりにく あげ きゅうきゅうごもくごはん こめこ にんじん はくさい ねぎ ごぼう 643

シモンドレッシングあえ ちくわ ちゅうりきこ じゃがいも しいたけ キャベツ きゅうり にぼし 19.1

みかん果汁 あぶら コーン みかんかじゅう

ほうれん草オムレツ ぎゅうにゅう ぶたにく たまご こめ むぎ あぶら さとう たまねぎ にんじん しょうが 823

海藻サラダ ノンドリップツナ じゃがいも ごまあぶら にんにく りんご  ほうれんそう 30.6

わかめ もやし きゅうり

鯛の西京焼き ぎゅうにゅう まだい ハム とりにく こめ さとう ごま すりごま ひじき にんじん きゅうり ねぎ 774

ひじきサラダ えだまめ あつあげ ちくわ さといも でんぷん ごぼう しいたけ にぼし 33.4

のっぺい汁 こんにゃく

ソースカツ ぎゅうにゅう ぶたにく とりにく まるパン あぶら さとう じゃがいも きゅうり たまねぎ にんじん 771

じゃこじゃがサラダ ちりめん ノンエッグマヨネーズ パセリ はくさい 30.7

コンソメスープ

いわし甘露煮 ぎゅうにゅう いわし こめ さとう ごま はるさめ きゅうり にんじん キャベツ 812

ごま酢あえ とうふ とりにく ちくわ もやし グリンピース たけのこ かつおぶし 35.3

いり豆腐 たまねぎ しいたけ

マーマレードチキン ぎゅうにゅう とりにく ハム かぼちゃパン マカロニ マーマレード きゅうり キャベツ 809

マカロニサラダ ノンエッグマヨネーズ はるさめ にんじん はくさい たまねぎ 33.5

春雨スープ しいたけ

★十五夜メニュー★ うさぎ型ハンバーグ ぎゅうにゅう チーズ ハム こめ むぎ あぶら さとう にんじん きゅうり キャベツ 835

チーズサラダ とりにくぶたにく とうふ おつきみだんご（みたらし） コーン わかめ たまねぎ 28.7

わかめスープ･お月見団子 ちくわ しいたけ

春巻 ぎゅうにゅう ぶたにく あつあげ こめ さとう ごまあぶら つぼづけ キムチ ねぎ キャベツ 799

ごま和え ごま さつまいも こんにゃく きゅうり にんじん たまねぎ にぼし 26.0

さつま汁 はくさい

なすのミートソーススパゲティ ぎゅうにゅう ぎゅうにく ぶたにく こめこパン さとう あぶら たまねぎ にんじん なす 772

ビーンズサラダ ハム ミックスビーンズ スパゲティ ピーマン きゅうり キャベツ 34.1

マッシュルーム

★天草宝島お魚給食★ シイラフライ 　ぎゅうにゅう シイラ こめ むぎ あぶら さとう わかめ ねぎ 766

わかめの酢の物 ちくわ とりにく あげ しらたまだんご きゅうり にんじん たまねぎ にぼし 30.4

白玉団子汁 ごぼう しいたけ

ポークチャップ ぎゅうにゅう ぶたにく こめ さとう ごま たまねぎ にんじん ピーマン 807

ごぼうサラダ とりささみ ノンエッグマヨネーズ ごまあぶら ごぼう きゅうり しいたけ ねぎ 31.4

平めんスープ ひらめんビーフン

★玉名の味★ いちょうば汁 ぎゅうにゅう なんかんあげ ちくわ こめ むぎ さとう あぶら にんじん しいたけ たまねぎ 754

南関揚げ丼 おかかあえ とりにく ちりめん だいず でんぷん さといも だいこん ごぼう えだまめ ねぎ にぼし 29.6

たまご かつおぶし きゅうり キャベツ

冷やし中華 ぎゅうにゅう ハム たまご こくとうパン チャンポンめん ごまあぶら キャベツ きゅうり にんじん 809

野菜コロッケ ぶたにく さとう ごま あぶら パンこ もやし しょうが じゃがいも 27.7

すりごま たまねぎ

鶏の照り焼き ぎゅうにゅう とりにく こめ むぎ ごま きゅうり だいこん にんじん 742

ごまじゃこサラダ ちりめん ちくわ たまご とうふ ごまあぶら さとう たまねぎ ねぎ にぼし 35.8

かきたま汁 わかめ

洋風卵焼き ぎゅうにゅう たまご ベーコン ミルクパン ノンエッグマヨネーズ たまねぎ にんじん ピーマン 790

ツナサラダ ノンドリップツナ ラビオリ きゅうり キャベツ パセリ 36.1

ラビオリスープ

いわし梅煮 ぎゅうにゅう いわし こめ ごま こんにゃく たくあん きゅうり キャベツ 708

たくあん和え とりにく ちくわ あつあげ こんぶ ごぼう にんじん ねぎ にぼし 30.8

五目汁 しいたけ だいこん れんこん

かぼちゃコロッケ ぎゅうにゅう とりにく スキムミルク まるパン あぶら さとう キャベツ きゅうり にんじん 757

コーンサラダ ぎゅうにく じゃがいも コーン たまねぎ グリンピース 29.9

きのこのシチュー しめじ エリンギ マッシュルーム

ひじきシュウマイ③ ぎゅうにゅう ぶたにく とうふ こめ むぎ さとう あぶら きゅうり もやし なす たまねぎ 850

ナムル とりささみ ごまあぶら ごま にんじん しいたけ ねぎ 31.1

マーボーナス でんぷん しょうが ひじき

ミートボール④ ぎゅうにゅう とうにゅう ベーコン こめ さとう ごま じゃがいも トマト れんこん きゅうり 783

れんこんサラダ ミートボール ノンエッグマヨネーズ にんじん たまねぎ キャベツ 21.1

野菜スープ しいたけ

あじ南蛮漬け ぎゅうにゅう あじ とうふ こめ むぎ さとう たまねぎ ピーマン ごぼう ねぎ 718

五目きんぴら さつまあげ あげ でんぷん しらたき にんじん いんげん わかめ にぼし 28.8

じゃがいものみそ汁 ごま ごまあぶら じゃがいも

30 金 麦ごはん

28 水 麦ごはん

29 木 わかめごはん

26 月 白ごはん

27 火 丸パン

21 水 麦ごはん

22 木 ミルクパン

16 金

20 火 黒糖パン

14 水
麦ごはん

15 木 白ごはん

12 月 キムタクごはん

13 火 米粉パン

8 木 かぼちゃパン

9 金
麦ごはん

6 火 丸パン

7 水 白ごはん

2 金 カレーライス
（麦ごはん）

5 月 白ごはん

31 水 麦ごはん

1 木
救給五目ごはん

29 月 白ごはん

30 火 背割りコッペパン
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