
エネルギー

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 たんぱく質

しゅうまい 牛乳 ぶたミンチ 米 麦 油 さとう たまねぎ あそたかなづけ ねぎ 828

ひじき入り高菜いため かつお節 とうふ ごま油 でんぷん しいたけ たけのこ 32.6

マーボードウフ ひじき 麦みそ 赤みそ しゅうまいの皮 ごま にんじん にんにく しょうが

いわしのかんろ煮 牛乳 たこ いわし 米 さとう しいたけ ごぼう 703

ごまずあえ かまぼこ とうふ わかめ ごま にんじん キャベツ 34.2

すまし汁 　　　　　（かつお節・出し昆布） はちみつ でんぷん もやし たまねぎ ねぎ えだまめ

かぼちゃグラタン 牛乳 チーズ 食パン マカロニ パン粉 かぼちゃ たまねぎ バナナ トマト パセリ 825

フルーツヨーグルトあえ ベーコン たまご バター こむぎこ ホールコーン みかん もも なす 赤パプリカ 28.8

押し麦入りミネストローネ ヨーグルト 麦 オリーブ油 キャベツ にんじん ズッキーニ 黄パプリカ

チキンカツ 牛乳 あつあげ 米 麦 油 キャベツ かぼちゃ 854

アスパラガスとベーコンのサラダ とり肉 たまご ベーコン パン粉 こむぎこ アスパラガス なす にんにく 34.1

夏野菜のみそ汁 あおのり 麦みそ　　　（にぼし） ノンオイル減塩フレンチドレッシング たまねぎ オクラ しいたけ

ハンバーグ 牛乳 チーズ ハム 食パン バター さとう 油 にんじん きゅうり 989

チーズサラダ とり肉 ぶた肉 こむぎこ はるさめ グラニュー糖 キャベツ オクラ 30.4

お星さまスープ たまご 米粉のお星さま でんぷん たまねぎ にんにく しょうが

ゴーヤ入りかきあげ 牛乳 ちりめん ちくわ 米 麦 油 さとう にがうり たまねぎ いんげん 778

切り干し大根のすのもの たまご とりささみ ごま こむぎこ ごま油 にんじん きゅうり しいたけ 23.3

卵とはるさめのスープ わかめ はるさめ 切り干しだいこん たけのこ パセリ

チキンナゲット② 牛乳 米 麦 油 青じそドレッシング トマト えだまめ りんご なす 852

かいそうサラダ とり肉 スキムミルク じゃがいも こむぎこ きゅうり にんじん キャベツ 26.8

大豆 わかめ こんぶ とさかのり コーンスターチ パン粉 たまねぎ かぼちゃ とうがん にんにく

いかたこメンチ 牛乳 たこ いか 食パン パン粉 油 ごま キャベツ にんじん パセリ 831

えだまめサラダ すりみ とうふ ハム ベーコン こむぎこ さとう ごま油 でんぷん もやし たまねぎ しめじ 37.8

トマたまスープ たまご ひじき 黒豆きなこクリーム クリームコーン トマト えだまめ

きびなごの甘酢からあげ 牛乳 きびなご 米 麦 油 さとう アーモンド かぼちゃ とうがん なす 805

さつまいもとかぼちゃのサラダ ヨーグルト とり肉 ごま じゃがいも さつまいも にんじん オクラ 31.5

夏のっぺい汁 ちくわ あつあげ　　　（にぼし） ノンエッグマヨネーズ でんぷん しいたけ

ミートボール 牛乳 ハム 米粉入りかぼちゃパン 油 さとう にんじん きゅうり 778

冷やし中華 とり肉 ごま油 ちゃんぽんめん パン粉 キャベツ なす 27.6

きんしたまご 青りんごゼリーの素 でんぷん たまねぎ りんご

手作りハンバーグ 牛乳 ぶたミンチ 牛ミンチ 米 麦 油 さとう たまねぎ しめじ ごぼう にら 878

ごぼうサラダ たまご ツナ とり肉 パン粉 ごま ごま油 にんじん きゅうり しょうが 38.5

とろとろ冬瓜スープ とうふ ノンエッグマヨネーズ とうがん しいたけ

タイのピリ辛ソース 牛乳 とうふ 米 麦 油 さとう ねぎ きゅうり オクラ キャベツ 750

おくら梅かつおあえ たい かつお節 でんぷん たまねぎ えのき 38.1

あおさみそ汁 あおさ 麦みそ　　　　（にぼし） しいたけ しょうが ねりうめ

すごもりミート 牛乳 牛ミンチ たまご ミルクパン 油 さとう たまねぎ キャベツ きゅうり 809

キャベツサラダ チーズ ハム ノンエッグマヨネーズ にんじん トマト パセリ 33.3

オニオンスープ ホールコーン

焼き肉 牛乳 とうふ 米 麦 さとう たまねぎ りんご にんじん 780

もやしのナムル 牛肉 ぶた肉 かまぼこ ごま油 きゅうり だいずもやし 34.0

わかめスープ とりささみ わかめ 赤みそ ごま えのき しいたけ にんにく しょうが

19 月 ミルクパン

20 火 麦ごはん

15 木 麦ごはん

16 金 麦ごはん

13 火 麦ごはん

14 水
米粉入り
かぼちゃパン
夏の実ゼリー

9 金 夏野菜カレー

12 月
食パン
黒豆きなこク
リーム

7 水 メロンパン

8 木 麦ごはん

5 月 食パン

6 火 麦ごはん

1 木 麦ごはん

2 金 たこめし

７月　　学校給食献立予定表

日 曜 主食 牛乳 おかず
材　　　　料

Ｒ３． 

五和学校給食センター 

 食育の日  

お魚給食の日 

ふるさとくまさんデー 

今月のふるさとくまさん 
天草宝島デー 

７月２日（金）の給食 
 

７月１３日（火）の給食 

たこ 

 天草名物のたこは、身がしまり味がよくなる
初夏が、最もおいしい時期です。天草沿岸でと
れるたこは、「地だこ」とよばれ、味がよく歯
ごたえがあり、色が濃いのが特徴です。とれた
たこを使って作る「干しだこ」は、天草の有名
な物産品です。 

ふるさとくまさんデー 

☆七夕献立☆ 

きびなご 

 きびなごは、体にきれいな銀色と青の帯状の
模様をもつ小さな魚です。天草市牛深町では、
たくさんのきびなごが水揚げされています。き
びなごは、きれいな水の中にしか生息できず、
水から出すとすぐに死んでしまうとてもデリ
ケートな魚です。冬と夏がきびなごのおいしい
旬になります。 

 

 ７月１６日（金） お魚給食 

               「タイのピリからソース」 


