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あか きいろ みどり

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

まーぼーなす 牛乳 厚揚げ 豚肉 大豆 卵 米 麦 砂糖 ごま油 なす たまねぎ にんじん 

にんじんしゅーまい すりみ みそ 中華めん たけのこ ねぎ

ひやしちゅうかさらだ ハム 片栗粉 小麦粉 しいたけ きゅうり

はやししちゅー 牛乳 卵 鶏肉 豚肉 油 米 麦 じゃがいも たまねぎ トマト にんじん

とまとおむれつ アーモンド マッシュルーム 枝豆

あーもんどさらだ 片栗粉 ほうれん草 コーン

すーみーたん 牛乳 卵 鶏肉 ちりめん 米 麦 油 たまねぎ にんじん コーン 

だいずととうふのふらい 大豆 豆腐 すりみ あおさ ごま キャベツ きゅうり

かいそうさらだ わかめ こんぶ 砂糖 しいたけ ねぎ

なつのっぺいじる 牛乳 鶏肉 厚揚げ 豚肉 米 麦 こんにゃく かぼちゃ なす にんじん ねぎ

ぶたにくのしょうがやき ツナ ちくわ ごま ごま油 しいたけ たまねぎ しょうが

きりぼしだいこんのすのもの （にぼしだし） 砂糖 片栗粉 だいこん きゅうり しめじ

たなばたこめめんすーぷ 牛乳 豚肉 鶏肉 ミルクパン ビーフン 油 たまねぎ にんじん オクラ

ほしがたころっけ チーズ ごま油 じゃがいも 砂糖 きくらげ キャベツ

おほしさまさらだ･たなばたぜりー ひじき パン粉 ごま ゼリー きゅうり パイン ナタデココ

ちくぜんに 　　　牛乳 鶏肉 米 麦 さといも にんじん れんこん ごぼう

あまくさまさばのしおやき サバ ちぎりあげ 砂糖 いんげん きゅうり しそ

きゅうりのゆかりあえ 高野豆腐 こんにゃく

かぼちゃのみそしる 牛乳 油あげ 豆腐　ツナ 米 麦 砂糖 ごま油 かぼちゃ たまねぎ にんじん

こんさいしのだに わかめ 鶏肉 豚肉 みそ 片栗粉 ごま えのきたけ ねぎ きゅうり

もやしのあえもの （にぼしだし） 小麦粉 もやし れんこん ごぼう

ごもくじる 牛乳 鶏肉 厚揚げ ツナ 米 麦 こんにゃく じゃがいも ごぼう にんじん しいたけ 

ふんわりとうふばーぐ 豆腐　すりみ はるさめ 砂糖 ごま油 きゅうり もやし ねぎ

はるさめのすのもの （にぼしだし） やまいも たまねぎ れんこん

なんかんあげのおやこに 牛乳 鶏肉 卵 ちくわ 米 麦 じゃがいも たまねぎ にんじん いんげん

さんまゆずみそに さんま ざつ節 片栗粉 ごぼう きゅうり オクラ

おくらのうめふうみあえ 油あげ みそ 砂糖 キャベツ ゆず 梅

もろへいやすーぷ 牛乳 ウィンナー 米粉パン 油 たまねぎ にんじん トマト

あまくさまだいのふらい 　　　　 アーモンド パン粉 モロヘイヤ きゅうり

かぼちゃさらだ マダイ　卵  　ハム マカロニ 小麦粉 かぼちゃ

たいぴーえん 牛乳 豚肉 うずら卵 米 麦 ごま油 砂糖 きくらげ たけのこ にんじん ねぎ

ぎょうざ こんぶ ごま 片栗粉 小麦粉 たまねぎ キャベツ にんにく

きゅうりのちゅうかあえ かまぼこ はるさめ きゅうり はくさい しょうが

なすのみそしる 牛乳 豆腐 油あげ 米 麦 じゃがいも 油 ごま なす にんじん えのきたけ

かぼちゃふらい てんぷら こんにゃく 砂糖 ごま油 かぼちゃ ごぼう

きんぴら （にぼしだし） パン粉 片栗粉 小麦粉 枝豆 たまねぎ ねぎ

はんぺんじる 牛乳 すりみ  いわし 米 ぷちまる麦 たまねぎ トマト 

いわしとまとに 豆腐 ちくわ わかめ い草そうめん 片栗粉 にんじん ねぎ 

やっちろさらだ (かつおだし・昆布だし） 砂糖　やまいも きゅうり

※献立は都合により変更することがあります。ご了承ください。

19 げつ ぷちまるごはん

15 もく ごはん

16 きん ごはん

13 か ごはん

14 すい こめこぱん

9 きん ごはん

12 げつ ごはん

7 すい ミルクパン

8 もく ごはん

5 げつ ごはん

6 か ごはん

1 もく ごはん

2 きん ごはん

７がつ きゅうしょくこんだてひょう(ようちえん)

ひ よう しゅしょく
ぎゅう
にゅう おかず

おもなざいりょう

天草宝島食材「きゅうり」 

天草宝島食材「きゅうり」 

天草宝島食材「オクラ」 

ふるさとくまさんデー:八代の味 

天草宝島お魚給食の日 

天草のサバです! 

☆七夕献立☆ 


