
8月

あか きいろ みどり エネルギー たんぱく

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 (kcal) しつ(ｇ)

チキンナゲット ぎゅうにゅう こめ むぎ たまねぎ にんじん　にんにく

グリーンサラダ とりにく　 じゃがいも あぶら グリンピース キャベツ きゅうり 674 20.8

ぎゅうにく こむぎこ　パンこ マッシュルーム　レタス 869 27.1

ひやしちゅうか ぎゅうにゅう　ハム ココアパン チャンポンめん にんじん　きゅうり

さかなのチーズやき たまご　ホキ ごまあぶら もやし きくらげ 684 32.3

チーズ しいたけ 865 40.1

さばのたつたあげ ぎゅうにゅう　サバ こめ むぎ　かたくりこ しょうが かぼちゃ なす ねぎ

なつのっぺいじる とりにく　ちくわ さとう あぶら しらたき にんじん ごぼう 732 27.5

にんじんきんぴら あつあげ　さつまあげ　いりこ ごま ごまあぶら しいたけ 901 32.8

９月

あか きいろ みどり
エネルギー たんぱく

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 (kcal) しつ(ｇ)

だごじる ぎゅうにゅう　あぶらあげ こめ あぶら アーモンド にんじん ねぎ　たまねぎ

アーモンドサラダ とりにく いりこ こむぎこ さとう ごぼう しいたけ　しめじ　トマト 629 18.0

バナナ（中のみ） さといも　 こんにゃく キャベツ きゅうり コーン 764 21.4

マーボーどうふ ぎゅうにゅう　とうふ こめ　むぎ にんじん　たまねぎ　にんにく

ちゅうかあえ ぎゅうにく　ぶたにく さとう でんぷん ごまあぶら たけのこ グリンピース しょうが 661 24.7

アーモンド しいたけ きゅうり ほうれんそう きくらげ 815 29.7

ぶたあえ ぎゅうにゅう　たこ こめ　むぎ しょうが なす たまねぎ　にら

にくだんごとはるさめのスープ ぶたにく あぶら さとう はるさめ ごま ピーマン キャベツ こまつな　にんにく 629 22.9

こうみあえ とりにく パンこ にんじん　しいたけ　 たくあんづけ きゅうり 778 27.5

きびなごフライ ぎゅうにゅう　ちくわ パン あぶら ビーフン にんじん　たまねぎ　しょうが

やきビーフン きびなご さとう　パンこ　こむぎこ もやし　 キャベツ　ピーマン 683 25.3

フルーツミックス ぶたにく カクテルゼリー バナナ みかん パイン もも 835 30.6

さかなとさつまいものあまずあん ぎゅうにゅう ホキ こめ むぎ にんじん たまねぎ

かきたまじる えび とうふ　わかめ さつまいも　あぶら ピーマン しいたけ 665 26.8

たまご さとう かたくりこ えのきたけ 823 32.9

ポークビーンズ だっしふんにゅう　ぎゅうにゅう こむぎこ　さとう にんじん　えだまめ たまねぎ

マカロニサラダ ぶたにく あぶら　マカロニ トマト 713 24.1

だいず ｼｮｰﾄﾆﾝｸﾞマーガリン じゃがいも キャベツ きゅうり 911 29.8

てづくりたまごやき ぎゅうにゅう とうふ こめ　むぎ たまねぎ にんじん

さつまじる たまご　だいず　ひじき さとう こんにゃく あぶら ごま しめじ ごぼう しいたけ 670 26.0

ひじきのあぶらいため ぶたにく さつまあげ さつまいも ごまあぶら ねぎ 　いんげん 829 31.7

うさぎハンバーグ ぎゅうにゅう かまぼこ こめ　むぎ にんじん たまねぎ　しょうが

おつきみだんごじる とりにく あぶらあげ さとう しらたま さといも えのきたけ しいたけ　コーン 619 21.9

コーンサラダ ぶたにく あぶら ほうれんそう キャベツ きゅうり 778 27.4

てづくりコロッケ ぎゅうにゅう　ぶたにく パン じゃがいも あぶら にんじん たまねぎ　

しるビーフン おから　たまご こむぎこ パンこ さとう しょうが キャベツ チンゲンサイ 667 24.5

じゃこサラダ ちりめん ビーフン ごまあぶら しいたけ きゅうり 799 28.9

うまに ぎゅうにゅう こめ むぎ にんじん れんこん

やさいのこんぶあえ とりにく　なっとう さといも こんにゃく ごぼう きゅうり キャベツ 638 24.5

なっとう あつあげ　こんぶ さとう ごま いんげん 772 28.4

ハムエッグ ぎゅうにゅう　ハム こめこ　にんじんパン さとう あぶら ほうれんそう たまねぎ しめじ

マカロニのクリームに たまご　ひじき マカロニ にんじん キャベツ 682 28.4

ひじきサラダ とりにく　なまクリーム じゃがいも ごま きゅうり 844 33.2

　　しいらフライ ぎゅうにゅう　しいら こめ　むぎ ゆかり えだまめ ごぼう

いちょうばじる とりにく　ちくわ あぶら さといも さとう にんじん きゅうり 669 27.5

おかかあえ だいず　かつおぶし　こんぶ こむぎこ　パンこ もやし　しいたけ　キャベツ 779 30.9

ナスのボロネーゼ ぎゅうにゅう　ぶたにく コッペパン たまねぎ にんじん

いりこナッツ チーズ いりこ だいず さとう アーモンド しめじ なす キャベツ 653 31.4

やさいのサラダ スパゲティ トマト　もやし 825 39.2

フルーツヨーグルト　 ぎゅうにゅう　だいず こめ　むぎ たまねぎ にんじん　マッシュルーム

ぶたにく あぶら じゃがいも しめじ グリンピース みかん 699 20.4

ヨーグルト りんご パインアップル もも バナナ 867 24.6

たいのオリーブやき ぎゅうにゅう　 チーズ ミルクパン パンこ あぶら にんじん　たまねぎ

コンソメスープ タイ オリーブゆ もやし きゅうり 644 30.7

さつまいもサラダ ウインナー さつまいも ほうれんそう 797 35.1

ハンバーグorしろみさかなフライ ぎゅうにゅう　いりこ こめ　むぎ ほうれんそう ごぼう ねぎ ゆかり

キムチのピリからみそしる ぶたにく こんにゃく あぶら にんじん　キャベツ 527 19.6

ゆかりあえ あつあげ キムチ きゅうり 643 23.6

かきあげうどん あぶらあげ　ぎゅうにゅう こめ　さとう ごぼう にんじん

ごまネーズあえ だいず　たまご　かまぼこ　わかめ はくりきこ　でんぷん たまねぎ いんげん ねぎ 690 24.8

かつおぶし　こんぶ　ちくわ あぶら うどんめん ごま しいたけ　きゅうり  キャベツ 851 29.7

さんまかんろに ぎゅうにゅう　さんま こめ　むぎ だいこん なし

さといものそぼろに とりにく さつまあげ さといも　 こんにゃく にんじん 700 24.6

なし あつあげ さとう あぶら グリンピース 861 29.6

ししゃもフライ だっしふんにゅう　ぎゅうにゅう はくりきこ さとう　パンこ たまねぎ ズッキーニ なす

ラタトゥイユ　 ししゃも オリーブゆ あぶら　こむぎこ ピーマン トマト　キャベツ 655 24.7

フレンチサラダ とりにく ショートニング　 マーシャルビーンズ きゅうり にんじん　コーン 775 28.5

すごもりたまご ぎゅうにゅう　ハム こめ　ごま ほうれんそう たまねぎ

すましじる たまご　とうふ　わかめ さつまいも さとう ねぎ にんじん　きゅうり 620 25.1

コスモスサラダ かまぼこ かつおぶし　こんぶ オリーブゆ もやし　しいたけ　コーン 738 28.6

※献立は都合により変更する可能性があります。ご了承ください。

30 きん さつまいもごはん

28 すい むぎごはん
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15 もく こめこいりにんじんパン
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13 か まるパン
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ぎゅう
にゅう

1

おもなざいりょう

おかずひ よう

もく

えいようりょう

きゅうきゅうカレー

しゅしょく

ひ よう しゅしょく ぎゅう
にゅう

おかず
おもなざいりょう えいようりょう

８．９月　がっこうきゅうしょくこんだてよていひょう

31 すい むぎごはん

セレクトぬきで

29 げつ ハヤシライス

30 か ココアパン

むぎごはん

6 か まるパン

7

やさいの日

ぼうさいの日

天草のきょうど料理

お月見献立

天草お魚宝島給食・食育の日

県産食材無償提供事業

セレクト給食

フランス料理

９月１日は、ぼうさいの日です。給食では、きゅうきゅうカレーを出します。このきゅうきゅうカレーは、東日本大震災の教訓を

経て開発されたものです。

非常事態に備えて、電気・ガス・水道が途絶えた中で救援物資が届くまでの「いのちをつなぐ」救給カレーです。

災害時には、食べられるものが限られています。平常時に防災の意識を持っておく練習として給食に出します。

この救給カレーは、あたためなくても食べることができます。また、容器が独立するので、食器に移し替えずにそのまま食事

ができます。

家に帰ったら感想をおうちの人に伝えてくださいね。防災について話題にしていただけると幸いです。


