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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)

マーボーなす ぎゅうにゅう　ぶたにく　ハム こめ　ごまあぶら　でんぷん にんにく しょうが しいたけ

はるさめサラダ だいず　とりにく あぶら はるさめ たまねぎ にんじん なす ねぎ 645 21.4

きゅうり もやし コーン

しらたまだんごじる ぎゅうにゅう　とりにく こめ　むぎ　ピーナッツ にんじん たまねぎ ねぎ ごぼう

とりのチーズやき あつあげ　チーズ しらたまこ　こんにゃく　 しいたけ きゅうり もやし 672 28.0

ピーナッツあえ （にぼし） さとう

もずくたまごじる ぶたにく　とうふ　たまご こめ　むぎ　さとう　あぶら しょうが ねぎ にんじん もずく

ゴーヤサラダ だいず　ぎゅうにゅう ごま　ごまあぶら たまねぎ ゴーヤ きゅうり 596 25.1

ツナ キャベツ

はるさめスープ ぎゅうにゅう　ぶたにく パン　はるさめ　あぶら きくらげ にんじん たまねぎ

てづくりすりみハンバーグ ぎょにくすりみ とりにく　たまご パンこ　こむぎこ　さとう キャベツ ねぎ しょうが もやし 611 29.6

やさいソテー かまぼこ　ぎゅうにゅう　ベーコン でんぷん　ごまあぶら コーン

シモンそうめんじる ぎゅうにゅう　とうふ　ちくわ こめ　むぎ　ごま　あぶら ゆかり たまねぎ にんじん ねぎ

ほしのコロッケ あぶらあげ シモンそうめん　じゃがいも しいたけ オクラ　もやし 661 19.6

オクラのごまネーズあえ　たなばたゼリー （かつお・こんぶ） ゼリー　さとう

ひやしちゅうか ぎゅうにゅう　ハム　たまご パン ごまあぶら　めん きゅうり キャベツ にんじん

ショーロンポウ とりにく もやし トマト 598 27.9

ミニトマト

かぼちゃのみそ汁 ぎゅうにゅう　あつあげ こめ　むぎ　こむぎこ にんじん たまねぎ かぼちゃ

まだいのカレーフライ まだい　（にぼし） でんぷん　パンこ　ごま しめじ しいたけ ねぎ きゅうり 680 28.7

おくらのうめかつおあえ あぶら オクラ キャベツ

とうふとわかめのみそしる ぎゅうにゅう　とうふ こめ　むぎ　さとう にんじん たまねぎ なす ねぎ

いわしかんろに あぶらあげ　いわし（にぼし） ごま しいたけ ピーマン もやし 614 23.4

ピーマンのしおこんぶあえ わかめ こんぶ

なつやさいのミートスパゲティ ぎゅうにゅう　ぎゅうにく パン　じゃがいも なす たまねぎ にんにく

かぼちゃサラダ ぶたにく　チーズ ハム スパゲティ マッシュルーム　しょうが 660 26.6

きゅうり にんじん かぼちゃ

あいしょうじる ぎゅうにゅう　ちくわ こめ　むぎ　こむぎこ にんじん たまねぎ ねぎ オクラ

オクラのかきあげ ぶたにく　だいず さつまいも つきこんにゃく あぶら きゅうり だいこん 677 19.2

かりかりきゅうり （にぼし） さとう　ごま　ごまあぶら

コンソメスープ ぎゅうにゅう　ウインナー パン マカロニ あぶら にんじん たまねぎ キャベツ

タンドリーチキン ぶたにく ヨーグルト ハム しめじ ピーマン きゅうり 595 27.6

ひよこまめのサラダ ひよこまめ

フルーツしらたま ぶたにく　だいず こめ　むぎ　あぶら　さとう たまねぎ かぼちゃ なす トマト

ふくじんづけ ぎゅうにゅう じゃがいも しらたまこ にんじん にんにく バナナ もも 672 19.2

パイナップル みかん だいこん

なつのっぺいじる たこ　えだまめ　とりにく こめ　さとう　あぶら　さとう しいたけ にんじん ごぼう ねぎ

きびなごフライ ちくわ　ぎゅうにゅう こんにゃく でんぷん とうがん オクラ キャベツ 601 25.0

倉栖（くらす）あえ きびなご　あつあげ コーン

だいずのごもくに ぎゅうにゅう　とりにく　だいず こめ　むぎ　さとう　あぶら にんじん れんこん ごぼう

いりこナッツ さつまあげ　あつあげ　いりこ じゃがいも こんにゃく ごま いんげん きゅうり キャベツ 647 28.1

ごますあえ いりこ（にぼし） カシューナッツ きゅうり

※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。

19 げつ たこめし

20 か むぎごはん

15 もく こめこパン

16 きん
なつやさいの
カレーライス

13 か ミルクパン

14 すい むぎごはん

9 きん むぎごはん

12 げつ むぎごはん

7 すい しそごはん

8 もく ココアパン

5 げつ
ぶたにくとだいずの
からみごはん

6 か パインパン

1 もく しろごはん

2 きん むぎごはん

おもなざいりょう えいようりょう

【7月】学校給食献立予定表 小学校

ひ よう しゅしょく
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おかず

～あまくさのあじ～ 

倉岳のオクラ 

倉岳のオクラと 

天草産ようしょくまだい 

インドの味 

☆七夕献立☆ 

「まごわやさしい」献立 

・・・豆類 

・・・ごまなどの種実類 

・・・わかめなどの海藻類 

・・・野菜類 

・・・魚 

・・・いも類 

・・・しいたけなどのきのこ類 

 今月は、なつやさいをたくさん使っています。なつやさいは水分がお

おく、体を冷やしてくれる効果があります。なつやさいは栄養も豊富で、

ピーマン 

なす 

かぼちゃ 

きゅうり 

トマト 

とうがん 

えだまめ 
とうもろこし 

 「まごわやさしい」とは、日本の伝統的な食事に使われている食品の頭文

字をとったものです。「まごわやさしい」をすべてそろえると、健康的な食

事ができるといわれています。7月12日の給食のなかにはこれらの食材がす

おくら 

給食だよりを 


