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赤 黄 緑 エネル
ギー たんぱく質

主に体の組織をつくる 主にエネルギーになる 主に体の調子を整える
（kcal) (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

春雨サラダ 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 792.0 25.1

きゅうり もやし コーン

白玉団子汁 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

鶏のチーズ焼き 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 877.0 41.3

ピーナッツ和え （にぼし） さとう

もずくたまご汁 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 785.0 30.6

ツナ キャベツ

春雨スープ 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

手作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 767.0 37.1

野菜ソテー 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

シモンそうめん汁 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

星のコロッケ 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 793.0 23.4

オクラのごまネーズ和え　七夕ゼリー （かつお・こんぶ） ゼリー　さとう

冷やし中華 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 807.0 37.1

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

真鯛のカレーフライ たい　（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 839.0 35.0

おくらの梅かつおあえ あぶら オクラ キャベツ

豆腐とわかめのみそ汁 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

いわし甘露煮 あぶらあげ　いわし（にぼし） ごま しいたけ ピーマン もやし 768.0 28.3

ピーマンの塩昆布あえ わかめ こんぶ

夏野菜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 896.0 33.7

きゅうり にんじん かぼちゃ

相性汁 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

オクラのかき揚げ 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 830.0 20.8

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 785.0 33.8

ひよこ豆のサラダ ひよこまめ

フルーツ白玉 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

福神漬 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 858.0 23.0

パイナップル みかん だいこん

夏のっぺい汁 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 782.0 30.4

倉栖和え きびなご　あつあげ コーン

大豆の五目煮 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 844.0 37.0

ごま酢あえ 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 月 たこめし

20 火 麦ごはん

15 木 米粉パン

16 金 夏野菜のカレーライス

13 火 ミルクパン

14 水 麦ごはん

9 金 麦ごはん

12 月 麦ごはん

7 水 しそごはん

8 木 ココアパン

5 月
豚肉と大豆の
辛味ごはん

6 火 パインパン

1 木 白ごはん

2 金 麦ごはん

主　な　材　料 栄養量

【７月】学校給食献立予定表 中学校

日 曜 主食 牛乳 おかず

～あまくさのあじ～ 

倉岳のオクラ 

倉岳のオクラと 

天草産養殖真鯛 

給食だよりを 

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 


