
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 たんぱく質

ホキ天玉あげ 牛乳　ベーコン　とり肉 ココアパン　油　じゃがいも にんじん　たまねぎ　キャベツ 614

きりぼしだいこんのベーコンソテー ホキ　あおさ マカロニ　天玉　こむぎこ きりぼしだいこん　こまつな 25.1

コンソメスープ でんぷん にんにく　パセリ

オクラのかきあげ 牛乳　ちくわ　たまご 米　麦　油　こむぎこ たまねぎ オクラ ねぎ 644

あいしょう汁 ぶた肉　麦みそ さつまいも にんじん　こんにゃく 21.5

　　　　　　　　（にぼし）

てりやきパティ 牛乳　チーズ　とりささみ まるパン　さとう　じゃがいも キャベツ　にんじん　たまねぎ 680

コールスローサラダ とり肉　ひよこ豆　青えんどう豆 ノンエッグマヨネーズ　油 ホールコーン　しめじ　パセリ 32.2

ポタージュスープ レッドキドニー　スキムミルク ぱんこ　でんぷん りんご

ししゃもフライ② 牛乳　あつあげ　ししゃも 米　麦　油　ぱんこ しそ きゅうり なす 643

こんぶあえ 麦みそ　こんぶ こむぎこ　でんぷん かぼちゃ たまねぎ オクラ 25.7

夏野菜のみそ汁 　　　　　　　　（にぼし） しいたけ

トマトミートオムレツ 牛乳　たまご　とり肉 米　麦　油　さとう トマト きゅうり キャベツ 694

トマトサラダ じゃがいも　でんぷん ホールコーン　たまねぎ　しめじ 22.5

にんじん　にんにく　グリンピース

やきそば 牛乳　かまぼこ　ぶた肉 コッペパン　さとう　ごま あまなつ　オクラ　たまねぎ 651

オクラのごまあえ 油　ちゃんぽんめん ねぎ　にんじん　キャベツ 23.8

ホールコーン　もやし

魚のピリッとじゃん 牛乳　油あげ　タイ 米　麦　油　さとう にんにく　ねぎ　しょうが 662

はるさめのすのもの 麦みそ でんぷん　はるさめ きゅうり　にんじん　たまねぎ 25.7

あげなすとキャベツのみそ汁 　　　　　　　　（にぼし） なす　キャベツ　しいたけ

きのこオムレツ 牛乳　ベーコン　ハム こくとうパン　マカロニ　油 にんじん　きゅうり　しいたけ 661

マカロニサラダ たまご　ポークウインナー ノンエッグマヨネーズ えのき　パセリ　たまねぎ 26.2

ウインナースープ じゃがいも キャベツ

三色あえ 牛乳　てんぷら　とり肉 米　麦　油　さとう キャベツ　にんじん　こんにゃく 629

さといものにもの きびなご　あおのり さといも　じゃがいも ホールコーン　たまねぎ 22.4

きびなごのからあげ でんぷん いんげん　ごぼう

ふくじんづけ 牛乳　大豆　ぶた肉 米　麦　油　さとう ふくじんづけ　れんこん 674

れんこんチップサラダ スキムミルク こめこ　じゃがいも キャベツ　こまつな　たまねぎ 19.8

にんじん　にんにく　りんご

からあげ 牛乳　ひじき　とり肉 しょくパン　でんぷん　油 にんにく　きゅうり　しょうが 635

ひじきポテトサラダ かまぼこ　ツナ　ぶた肉 こむぎこ　さとう　じゃがいも きくらげ　ホールコーン　ねぎ 31.6

ちゅうかスープ ノンエッグマヨネーズ　ごま油 にんじん　たまねぎ　ちんげんさい

シイラフライ 牛乳　シイラ　かつお節 米　麦　油　ぱんこ キャベツ　もやし　にんじん 635

野菜とくきわかめのしそふうみあえ とり肉　大豆　くきわかめ こむぎこ　さといも しそ　だいこん　ごぼう 32.3

いちょう葉汁 　　　　　　　（にぼし） えだまめ　しいたけ　ねぎ

シモンドレッシングあえ 牛乳　チーズ　大豆 コッペパン　油　じゃがいも たまねぎ ピーマン キャベツ 620

ポークビーンズ ぶた肉　ぶたミンチ シモンドレッシング さとう きゅうり　ホールコーン 26.6

にんじん　パセリ　えだまめ

ひじきコロッケ 牛乳　とりミンチ　ひじき　わかめ 米　麦　油　じゃがいも たまねぎ　にんじん　きゅうり 635

きりぼしだいこんのすのもの たまご　とりささみ　とうふ さとう　こむぎこ　ぱんこ きりぼしだいこん　しいたけ 20.8

とうふとわかめのみそ汁 油あげ　麦みそ　（にぼし） ごま油　ごま

ゴーヤのあげに 牛乳　とうふ　とり肉 米　麦　さとう　ごま　油 にがうり　ごぼう　とうがん 655

つぼん汁 ぱんこ　こむぎこ　でんぷん しいたけ　こんにゃく　ねぎ 23.1

チキンナゲット② 　　　　　　　　（にぼし） さといも にんじん　にんにく

ごまネーズサラダ 牛乳　ちくわ　とりささみ 米　麦　さとう　ごま　油 はくさい　キャベツ　にら 640

スタミナスープ ぶた肉　とり肉　わかめ ごま油　でんぷん にんじん　たまねぎ　しいたけ 27.7

ユーリンチー ノンエッグマヨネーズ にんにく　しょうが　ねぎ

チキンカツ 牛乳　ハム　とり肉 しょくぱん　こむぎこ　ぱんこ にんにく　にんじん　きゅうり 628

マセドアンサラダ たまご　あおのり 油　じゃがいも たまねぎ　キャベツ　パセリ 26.2

オニオンスープ ノンエッグマヨネーズ

ほうれん草のおかかあえ 牛乳　かつお節　とり肉 米　麦　さとう　さといも ほうれん草　れんこん　だいこん 643

うま煮 てんぷら　さんま じゃがいも　油　でんぷん こんにゃく　もやし　ごぼう 27.9

さんまのみぞれ煮 にんじん　いんげん

タンドリーチキン 牛乳　とり肉　ツナ コッペパン　ごま油　油 きゅうり キャベツ たまねぎ 671

ツナサラダ ヨーグルト　ぶた肉 ノンエッグマヨネーズ にんじん　ねぎ　もやし 30.3

平めんスープ 平めん しいたけ

てづくりハンバーグ 牛乳　ぶたミンチ　牛ミンチ 米　麦　ぱんこ　さとう たまねぎ しめじ キャベツ ねぎ 686

ごまあえ たまご　油あげ　麦みそ ごま もやし　かぼちゃ　しいたけ 28.3

かぼちゃのみそ汁 わかめ　　　　　（にぼし）

野菜サラダ 牛乳　チーズ　とりささみ ミルクパン さとう オリーブ油 ホールコーン　キャベツ　パセリ 649

ミートボールスパゲティ とりミンチ　大豆　わかめ スパゲティ きゅうり　にんじん　たまねぎ 26.4

サラ玉ちゃんドレッシング しいたけ　にんにく　グリンピース

さばの塩焼き 牛乳　とうふ　サバ　ちくわ 米　麦　油　さとう にんじん　キャベツ　たまねぎ 635

にんじんサラダ ツナ　とり肉　もずく ホールコーン　ねぎ 32.5

もずくのすまし汁 　　（かつお節・出し昆布）

いわしうめ煮 牛乳　いわし　油あげ 米　麦　油　さとう　ごま こまつな　ごぼう　ねぎ 641

こまつなと油あげのにびたし ぶた肉　あつあげ　麦みそ さといも　でんぷん うめ　しょうが　たまねぎ　しいたけ 27.3

ぶた汁 　　　（かつお節・にぼし） だいこん　にんじん　こんにゃく

30 金 むぎごはん

28 水 ミルクパン

29 木 むぎごはん

26 月 コッペパン

27 火 むぎごはん

22 木 むぎごはん

23 金 秋　　　分　　　の　　　日

20 火
むぎごはん

21 水 しょくパン

16 金 むぎごはん

19 月 敬　　　老　　　の　　　日

14 水 ピザドッグ

15 木 むぎごはん

12 月 しょくパン

13 火 むぎごはん

8 木 むぎごはん

9 金 カレーライス

6 火 むぎごはん

7 水 こくとうパン

2 金 ハヤシライス

5 月
コッペパン
あまなつゼリー

8/31 水 まるパンカット

1 木 しそごはん

8/29 月 ココアパン

8/30 火 むぎごはん

８．９月　　学校給食献立予定表

ひ よう しゅしょく
ぎゅう
にゅう

おかず
ざいりょう

五和学校給食センター Ｒ4． 

 食育の日  

ふるさとくまさんデー 

ふるさとくまさんデー 

お魚給食の日① 

今月のふるさとくまさん 
天草宝島デー 

９月１３日（火）の給食 
 

９月２７日（火）の給食 

シイラ 

 日本全国で作られているかぼちゃですが、生産
量は圧倒的に北海道が多く全国の半分近くを生産
しています。五和町でも城河原地区や御領地区で
７月から８月のお盆くらいに収穫して、県内の市
場へ出荷されます。 

 シイラは、「マンビキ」とも言います。また、南の島ハワイ
では、「マヒマヒ」と言われていて、高級魚として知られて
います。シイラの旬は、夏から秋にかけてです。大きいも
のは、1.8メートルほどにもなります。弱りやすい魚のため、
さしみで食べられるのは海に囲まれた天草ならではです。 

かぼちゃ 


