
黄 赤 緑 エネルギー たんぱく質

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

きのこスープ 黒糖パン 砂糖 牛乳 しいたけ しめじ

トマトオムレツ ベーコン 卵 えのきたけ キャベツ きゅうり 624.0 28.9

ツナサラダ ツナ にんじん もやし

中華うま煮 米 砂糖 牛乳 かまぼこ たまねぎ たけのこ

ごま和え ごま油 でんぷん ごま 豚肉 うずらの卵 にんじん きくらげ 645.0 24.0

わかめ もやし きゅうり

もやしの味噌汁 米 麦 牛乳 油揚げ もやし　きゅうり

いわしのしょうが煮 いわし たまねぎ にんじん 676.0 26.9

ゆかり和え みそ キャベツ ゆかり

オニオンスープ 丸パン 砂糖 牛乳 たまねぎ にんじん

ハンバーグ パン粉 ごま油 ベーコン 牛肉 にら しめじ 757.0 33.0

カシューナッツ和え カシューナッツ 豚肉 卵 大豆 キャベツ　きゅうり

七夕そうめん汁 じゃがいも  パン粉 油 牛肉 牛乳 たまねぎ にんじん

七夕コロッケ 砂糖 ごま かまぼこ 豆腐 オクラ きゅうり 622.0 21.8

7 水 麦ごはん きゅうりの酢の物 米　麦 わかめ

クイッティオのスープ ココアパン 砂糖 牛乳 たまねぎ にんじん

かみかみサラダ クイッティオ ごま油 豚肉 いりこ きくらげ しいたけ 627.0 27.3

アーモンド　マヨネーズ 大豆 キャベツ きゅうり えだまめ

わかめスープ 米 砂糖 牛乳 豆腐 にんじん

夏野菜の酢鶏 麦　油 鶏肉 たまねぎ しいたけ なす 652.0 28.9

でんぷん わかめ しょうが ピーマン えだまめ

夏野菜カレー 米　砂糖 牛乳 たまねぎ にんじん

ゴーヤチャンプルー 麦　油 牛肉 なす かぼちゃ にんにく トマト 773.0 25.2

豚肉 卵 キャベツ もやし ゴーヤ

野菜スープ　 米粉パン 牛乳 キャベツ にんじん

大豆とごぼうのメンチカツ 砂糖 油 豚肉 　ひじき たまねぎ きくらげ 674.0 27.3

ひじきサラダ じゃがいも ハム もやし　えのきたけ

夏のっぺい汁 米 牛乳　ちくわ にんじん かぼちゃ

さばのごま味噌煮 麦 こんにゃく 鶏肉　さば しいたけ オクラ 771.0 31.4

ピーマンの和え物 でんぷん 厚揚げ  かつお節 ピーマン もやし

ミネストローネ 食パン 砂糖 牛乳 たまねぎ にんじん

スパゲッティサラダ じゃがいも　マヨネーズ ベーコン 大豆 トマト きゅうり 682.0 22.9

すいか スパゲッティ チーズ すいか　キャベツ

なすの味噌汁 米 砂糖 牛乳 油揚げ なす たまねぎ しめじ 

鯛の照り焼き 麦 まだい キャベツ　きゅうり 663.0 30.1

16 金 麦ごはん 海藻サラダ 海藻　みそ にんじん

トマたまスープ 米 砂糖 牛乳 ちくわ トマト たまねぎ しめじ 

ちくわの含め煮 麦 オリーブ油 卵 高野豆腐 キャベツ きゅうり 623.0 25.5

19 月 麦ごはん い草そうめん和え でんぷん い草そうめん わかめ

春雨スープ ミルクパン 砂糖 牛乳 にんじん みかん

シューマイ はるさめ ベーコン 豚肉 もやし えのきたけ 755.0 28.4

みかんサラダ ごま油 ほうれん草 キャベツ きゅうり

「天草宝島お魚給食の日」

　第３回目となる１６日（金）には、養殖真鯛を使用した鯛の照り焼きを提供します。

今後、シイラ、太刀魚、ブリなどの提供も予定しています。お楽しみに！

※都合により、献立や材料が変更になる場合があります。

毎月１９日は食育の日「ふるさと熊（くま）産（さん）デー」

　毎月１９日は、食について考える日です。給食では、この１９日前後に

「ふるさとくまさんデー」を設け、熊本県産の食材や郷土料理を取り入れた給食を

提供したいと思います。熊本の自然や文化・産業などに関心や理解を深め、

自分たちの育った郷土を愛する心を育ててほしいと思います。

20 火 ミルクパン

15 木 食パン

13 火 米粉パン

14 水 麦ごはん

12 月 麦ごはん

9 金 麦ごはん

5 月 麦ごはん

6 火 丸パン

8 木 ココアパン

1 木 黒糖パン

2 金 わかめごはん

令和３年　７月　献立予定表

日 曜 主食 牛乳 おかず

主　な　材　料


