
栖本学校給食センター　担当：池田（TEL:0969-54-5333）

あか きいろ みどり エネル
ギー たんぱく質

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) (ｇ)

なすのみそしる ぎゅうにゅう　とうふ　あげ こめ　むぎ　さとう なす にんじん しいたけ

てばもとのにこみ とりにく　みそ　（にぼし） じゃがいも ごま しょうが きゅうり　ねぎ 601.0 23.9

きゅうりとわかめのすのもの わかめ 

やさいスープ ぎゅうにゅう　ウインナー　 パン　さとう　じゃがいも たまねぎ にんじん キャベツ

シーザーサラダ ハム　チーズ きゅうり ピーマン 580.0 21.3

ごもくじる ぎゅうにゅう　とりにく　ホキ こめ　むぎ　ごま にんじん ごぼう しいたけ ねぎ

さかなのごまネーズやき だいず　あつあげ　チーズ　 こんにゃく じゃがいも たまねぎ きゅうり オクラ 675.0 31.7

おくらのざつぶしあえ ざつぶし（にぼし）

だごじる ぎゅうにゅう　とりにく　あげ こめ　こむぎこ　こめこ にんじん ねぎ ごぼう だいこん

ストックサラダ ちくわ　ツナ わかめ コーン　バナナ 594.0 17.7

バナナ （にぼし）

もずくじる ぎゅうにゅう　とりにく こめ　むぎ　はちみつ　ごま たまねぎ にんじん もずく

とりのてりやき ちくわ　とうふ でんぷん　さとう キャベツ もやし　ねぎ 623.0 26.5

キャベツのごまあえ （かつお・こんぶ）

はるさめスープ ぎゅうにゅう　ぶたにく こめ　むぎ　あぶら　さとう にんじん たまねぎ ねぎ

ポークしゅうまい たまご　かまぼこ　ハム ごまあぶら はるさめ きくらげ もやし きゅうり 623.0 22.1

ちゅうかあえ ざつぶし はくさい

にくみそひやしうどん ぎゅうにゅう　ぶたにく　 パン　うどん　あぶら　さとう きゅうり もやし にんじん

ミニトマト とりにく　たまご ごまあぶら トマト 661.0 26.7

ぶどうゼリー

とうふとわかめのみそしる ぎゅうにゅう　とうふ　いわし こめ　むぎ　あぶら　さとう にんじん たまねぎ えのきたけ

いわしかばやき （にぼし） こむぎこ　ピーナッツ　 しいたけ ねぎ わかめ いんげん 686.0 26.0

いんげんのピーナッツあえ でんぷん もやし

ポトフ ぎゅうにゅう　ウインナー パン　じゃがいも　あぶら にんじん たまねぎ しめじ 

あつあげのチーズやき あつあげ　チーズ さとう キャベツ えのきたけ　なし 602.0 22.7

なし

おつきみのっぺいじる ぎゅうにゅう　あつあげ こめ　むぎ　でんぷん とうがん にんじん ねぎ

さんまみぞれに　シモンドレッシングあえ ちくわ　さんま しらたま さといも しいたけ キャベツ きゅうり 698.0 25.1

おつきみだんご　 （にぼし） こんにゃく コーン

モロヘイヤスープ ぎゅうにゅう　ベーコン こめ　むぎ　ごまあぶら モロヘイヤ たまねぎ ねぎ

とりのからあげ たまご　とりにく　とうふ でんぷん　あぶら　こむぎこ にんじん キャベツ きゅうり 658.0 25.4

かぼすあえ さとう コーン かぼす

ナポリタン ぎゅうにゅう　ウインナー パン　バター　はちみつ レモンかじゅう にんにく たまねぎ

コーンサラダ えだまめ　チーズ グラニューとう オリーブゆ にんじん ピーマン キャベツ 654.0 22.2

スパゲティ　さとう マッシュルーム トマト コーン

ごじる ぎゅうにゅう　だいず　あげ こめ　むぎ　さといも にんじん だいこん ごぼう

いわしのうめに いわし さとう　ごま ピーマン もやし こんぶ 686.0 30.5

ピーマンのしおこんぶあえ （にぼし） ねぎ 

マーボーどうふ ぎゅうにゅう　とうふ　たまご こめ　むぎ　さとう たまねぎ にんじん たけのこ

バンサンスー だいず　ハム　ぶたにく でんぷん  はるさめ しいたけ ねぎ しょうが もやし 627.0 23.5

ごまあぶら にんにく きゅうり

つぼんじる ぎゅうにゅう　とりにく　あつあげ こめ　くり　さといも　あぶら しいたけ にんじん ねぎ

たちうおのからあげ ちくわ たちうお　さつまあげ こんにゃく つきこんにゃく たけのこ 614.0 21.9

たけのこのひこずり （にぼし） さとう　さつまいも

クリームシチュー ぎゅうにゅう　とりにく パン じゃがいも バター にんじん たまねぎ ごぼう

トマトオムレツ たまご　ツナ　ぶたにく こむぎこ　さとう　ごま コーン キャベツ 643.0 27.9

ごぼうサラダ

ぶたじる ぎゅうにゅう　ぶたにく こめ　むぎ　あぶら　さとう しょうが にんじん ごぼう ねぎ

とうがんのそぼろに とりにく　あつあげ　みそ さといも こんにゃく だいこん しいたけ たまねぎ 594.0 21.9

（にぼし） とうがん グリンピース

とうふサラダ ぎゅうにゅう　ぶたにく こめ　むぎ　ごまあぶら たまねぎ にんじん にんにく

ふくじんづけ だいず　とうふ　ちりめん じゃがいも さとう ごま コーン きゅうり　ふくじんづけ 642.0 21.0

わかめスープ ぎゅうにゅう　ぶたにく　とうふ こめ　あぶら　さとう しょうが にんじん わかめ

もやしのナムル かまぼこ とりにく ごま　ごまあぶら キムチ　たまねぎ　もやし 600.0 22.9

みかんかじゅう きゅうり　みかんかじゅう

コンソメスープ ぎゅうにゅう ベーコン パン　じゃがいも　あぶら たまねぎ にんじん キャベツ

キャベメンチカツ ぶたにく　だいず　ハム さとう きゅうり 656.0 21.9

ビーンズサラダ

おやこに ぎゅうにゅう　とりにく こめ　むぎ　さとう　あぶら たまねぎ にんじん きゅうり

いりこナッツ たまご　あつあげ　だいず じゃがいも カシューナッツ ごま ほうれんそう キャベツ 674.0 27.2

ごますあえ こうやどうふ　（にぼし）

さつまいものとうにゅうスープ ぎゅうにゅう　ベーコン パン　さつまいも　あぶら たまねぎ マッシュルーム コーン

シイラフライ チーズ シイラ　とうにゅう にんじん きゅうり キャベツ 642.0 26.4

カラフルサラダ ピーマン

きのこのみそしる ぎゅうにゅう　とりにく こめ　むぎ　あぶら　さとう にんじん たまねぎ しいたけ

ゆかりあえ とうふ　あげ　みそ でんぷん じゃがいも しめじ えのきたけ エリンギ 657.0 28.7

（にぼし） ねぎ きゅうり キャベツ

※都合により、献立や食材が変更になる場合がございます。ご了承ください。

【８･９月】学校給食献立予定表 小学校

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
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げつ わかめごはん

30 か ウインナーサンド

31 すい むぎごはん

9
/
1

もく
きゅうきゅう
ごもくごはん

2 きん むぎごはん

5 げつ
ざつぶし
チャーハン

6 か ミルクパン

7 すい むぎごはん

8 もく こくとうパン

9 きん むぎごはん

12 げつ むぎごはん

13 か はちみつレモントースト

14 すい むぎごはん

15 もく むぎごはん

16 きん くりごはん

19 げつ けいろうのひ

20 か ひのくにパン

21 すい むぎごはん

22 もく カレーライス

23 きん しゅうぶんのひ

26 げつ ぶたキムチごはん

27 か パインパン

30 きん
あまくさだいおうの
とりそぼろどん

28 すい むぎごはん

29 もく まるパンカット

～ひとよし・くまのあじ～ 

防災の日 

お月見こんだて 

天草産シイラ 

天草大王 

☆天草宝島お魚給食☆ 


