
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

なすのみそしる 牛乳 とうふ 油あげ きびなご こめ 麦 じゃがいも 油 なす にんじん えのきたけ

きびなごごまふらい② てんぷら　みそ こんにゃく ごま さとう ごぼう 枝豆 ねぎ

ごもくきんぴら （煮干だし） ごま油 パン粉 小麦

にらたますーぷ 牛乳 卵 とりにく かまぼこ こめ 麦 片栗粉 さとう ごま にら たまねぎ にんじん もやし

おとうふしゅうまい とうふ 魚すりみ 豆乳 ごま油 小麦粉 きくらげ えのきたけ

なむる ほうれん草 枝豆 コーン

はやししちゅー 牛乳 ぶたにく 卵 ツナ こめ 麦 じゃがいも 油 たまねぎ にんじん グリンピース

とまとおむれつ ハヤシルウ マッシュルーム 枝豆 コーン

えだまめさらだ しょうが にんにく きゅうり トマト

しらたまじる 牛乳 とりにく ちくわ こめ 麦 白玉団子 ごま にんじん たまねぎ ごぼう ねぎ

さばゆずみそに さば みそ しいたけ きゅうり ゆず れんこん

かわりあえ （かつお・こんぶだし） キャベツ だいこん しょうが なす

たなばたこめめんすーぷ 牛乳 ぶたにく とりにく ミルクパン クイッティオ 油 たまねぎ にんじん きくらげ

ほしがたはんばーぐ ツナ かまぼこ さとう ごま油 オクラ 赤ピーマン もやし

ぱぷりかさらだ･たなばたぜりー キャベツ シモン葉 パイン

かぼちゃのそぼろに 牛乳 とりにく ちぎりあげ こめ 麦 こんにゃく さとう かぼちゃ にんじん たまねぎ

まぐろかつ 絹あげ マグロ 片栗粉 油 ごま 小麦粉 いんげん きゅうり キャベツ

ごまずあえ

なつのっぺいじる 牛乳 とりにく 厚あげ ちくわ こめ 麦 こんにゃく 片栗粉 とうがん にんじん ねぎ

いわししょうがに いわし チーズ ひじき 油　ごま かぼちゃ きゅうり

ひじきのあえもの （煮干だし） キャベツ しょうが

たいぴーえん 牛乳 ぶたにく かまぼこ こめ 麦 はるさめ ごま油 たけのこ にんじん たまねぎ

れんこんつくね うずら卵 油 ごま パン粉 キャベツ ねぎ きゅうり

しそきくらげあえ きくらげ 

もろへいやすーぷ 牛乳 ウィンナー とりにく 米粉パン マカロニ じゃがいも にんじん たまねぎ トマト

ころっけ ぎゅうにく ミックスビーンズ 油 パン粉 小麦粉 モロヘイヤ きゅうり

びーんずさらだ 卵 脱脂粉乳 コーン

まーぼーなす 牛乳 ぶたにく 大豆 ハム こめ 麦 さとう ごま油 なす たまねぎ にんじん ねぎ

ぎょうざ とりにく 絹あげ 卵 片栗粉 中華めん 油 みそ たけのこ しいたけ きゅうり

ひやしちゅうかさらだ 小麦粉 しょうが にんにく にら キャベツ 

とりじゃが 牛乳 とりにく 絹あげ こめ 麦 じゃがいも こんにゃく たまねぎ にんじん 枝豆

ししゃもふらい ちぎりあげ ししゃも さとう 油 パン粉 小麦粉 きゅうり オクラ キャベツ

おくらのうめおかかあえ かつお節 うめ しょうが

かしわじる 牛乳 とりにく ちくわ とうふ こめ ぷちまる麦 さといも にんじん ごぼう しいたけ ねぎ

だいずととうふのふらい かつお節 大豆 ちりめん 魚すりみ こんにゃく 油 パン粉 小麦 もやし きゅうり たまねぎ

さらたまちゃんあえ （かつお・こんぶだし）

なつやさいかれー 牛乳 ぶたにく とりにく こめ 麦 じゃがいも 白玉団子 たまねぎ にんじん かぼちゃ

ちきんなげっと スキムミルク 油 小麦粉 カレールウ なす 枝豆 りんご しょうが にんにく

ふるーつしらたま パイン みかん もも カクテルゼリー

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※都合により献立内容や食材が変更になる場合がございます。ご了承ください。

　　７がつ　がっこうきゅうしょくこんだてひょう
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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

6 すい ごはん

1 きん ごはん

4 げつ ごはん

5 か ごはん

7 もく みるくぱん

8 きん ごはん

11 げつ ごはん

12 か ごはん

13 すい こめこぱん

14 もく ごはん

20 すい ごはん

15 きん ごはん

19 か ぷちまるごはん

天草宝島デー「マグロ」 

天草宝島デー「とうがん」 

ふるさとくまさんデー：水俣芦北の味 

★七夕献立★ 

天草宝島デー「オクラ」 


