
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 だし たんぱくしつ

★韓国料理★ だいずとじゃこのカリカリ ぎゅうにゅう　ぎゅうにく　たまご こめ　むぎ　ごま　あぶら しいたけ　ほうれんそう　キャベツ 668

ビビンバ トックスープ（もちがはいったスープ） だいず　ウインナー　 ごまあぶら　さとう　トック（もち） もやし にんじん たけのこ にら 25.9

ちりめんじゃこ かたくりこ にんにく しょうが はくさい たまねぎ 

★天草宝島お魚給食★ たいのこうそうやき ぎゅうにゅう　たい　チーズ こめ　パンこ　さとう　ごま こまつな キャベツ にんじん 649

しろごはん こまつなのごまあえ とうふ　みそ　わかめ オリーブオイル　じゃがいも なめこ えのきたけ ねぎ パセリ 30.2

なめこじる

てづくりちぐさやき ぎゅうにゅう　とりにく　たまご　 こめ　むぎ　さとう　あぶら にんじん しいたけ ねぎ 624

こんにゃくおかかあえ さつまあげ　かつおぶし　ぶたにく こんにゃく　ごま　ごまあぶら いんげん ごぼう だいこん 25.9

ぶたじる あつあげ　とうふ　みそ　ひじき さといも

スティックドッグ ぎゅうにゅう　とりにく　いんげんまめ パン　さとう　じゃがいも ズッキーニ キャベツ にんじん 638

ズッキーニのツナサラダ ぎゅうにく　ぶたにく　ツナ ノンエッグマヨネーズ　あぶら かぼちゃ たまねぎ 27.2

かぼちゃポタージュ

★七夕セレクト★ チキンカツ or さけフライ ぎゅうにゅう　とりにく　さけ こめ　むぎ　さとう　あぶら にんじん きゅうり キャベツ チキン・さけ

むぎごはん チーズサラダ チーズ　たら はるさめ　ゼリー　パンこ コーン たまねぎ もやし オクラ 735・737

やさいだんごスープ　たなばたソーダゼリー しいたけ しょうが ねぎ ２８.0・25.9

さかなのマヨネーズやき ぎゅうにゅう　ホキ　たまご パン　さとう　あぶら きゅうり キャベツ にんじん 636

ビーンズサラダ チーズ　とりにく パンこ　じゃがいも たまねぎ パセリ 28.7

ふわふわたまごスープ ミックスビーンズ マヨネーズ

むしぎょうざ（1・2年①、3年～②） ぎゅうにゅう　ぶたにく こめ　さとう　ごまあぶら ねぎ だいこん 633

きりぼしだいこんのすのもの ベーコン ごま　ビーフン　あぶら きゅうり にんじん たまねぎ 21.7

ひらめんスープ はくさい しいたけ

あじのなんばんづけ ぎゅうにゅう　あじ　ハム こめ　あぶら　さとう たまねぎ ピーマン にんじん 602

ひじきサラダ とりにく　とうふ ごま　かたくりこ きゅうり はくさい ごぼう 26.2

つくねじる ひじき しいたけ ねぎ えだまめ

スパゲティミートソース ぎゅうにゅう　ぎゅうにく　ぶたにく パン　さとう　あぶら にんじん たまねぎ ピーマン 661

かいそうサラダ だいず　ツナ　ムース スパゲティ　ごまあぶら マッシュルーム 28.7

ムース かいそう もやし きゅうり

とりとレバーのこうみあえ ぎゅうにゅう　とりにく　ちりめんじゃこ こめ　むぎ　かたくりこ にら たまねぎ にんじん なす 678

ごまじゃこサラダ レバー　とうふ　あぶらあげ あぶら　さとう　ごま　ごまあぶら しょうが にんにく きゅうり 27.1

なすのみそしる みそ こむぎこ　じゃがいも だいこん しいたけ ねぎ

★沖縄の味★ ゴーヤチャンプルー ぎゅうにゅう　ぶたにく　ハム　 こめ　むぎ　あぶら ゴーヤ にんじん たまねぎ 603

むぎごはん もずくのすましじる たまご　とうふ ごまあぶら　さとう　じゃがいも ねぎ みかん 23.2

れいとうみかん ちくわ　かつおぶし　もずく

★天草の味★ きびなごカリカリフライ③ ぎゅうにゅう　たこ　あぶらあげ こめ　さとう　ごま　あぶら しいたけ にんじん ごぼう ねぎ 599

ごもくたこめし シモンドレッシングあえ とりにく　あつあげ　ちくわ こんにゃく　さといも　かたくりこ キャベツ きゅうり 26.7

のっぺいじる きびなご シモンドレッシング コーン えだまめ

チキンナゲット ぎゅうにゅう　ぶたにく こめ　むぎ　あぶら たまねぎ かぼちゃ なす トマト 673

フルーツヨーグルト とりにく　ヨーグルト じゃがいも にんじん にんにく しょうが えだまめ 21.2

りんご パイナップル みかん もも

タイピーエン ぎゅうにゅう　ぶたにく パン　さとう　はるさめ しいたけ きくらげ たけのこ 581

にんじんサラダ いか　うずらたまご ごまあぶら　あぶら　ココア にんじん たまねぎ キャベツ 24.7

ツナ ねぎ コーン

20 火 ココアあげパン

19 月 なつやさいカレー

15 木
かつおぶし

こんぶ

16 金 にぼし

14 水 むぎごはん にぼし

13 火 こめこパン

12 月 しろごはん にぼし

9 金 キムタクごはん

7 水

8 木 にんじんパン

6 火 せわりコッペパン

5 月 むぎごはん にぼし

1 木

2 金 にぼし

ざいりょう

ひ よう しゅしょく
ぎゅう
にゅう

おかず

７月 こんだてひょう 

牛深学校給食センター （７２－４１５８） 

天草の養殖   

マダイ 

天草の特産   

マダコ 

旬の味     

夏野菜 

旬の味     

ゴーヤ 

旬の味       

ズッキーニ 

7月28日 


