
きいろ あか みどり
エネルギー たんぱく

ねつやちからになる ちやにくやほねになる からだのちょうしをととのえる
(kcal) しつ(ｇ)

かきたまじる こめ あぶら ぎゅうにゅう ハム にんじん もやし

とりのあまずソースがけ でんぷん さとう ごま たまご わかめ たまねぎ しめじ しょうが 650 27.1

えだまめサラダ とりにく ひじき しいたけ にんにく えだまめ

ちゅうかスープ こめ さとう ぎゅうにく たまご ねぎ にんにく たまねぎ にんじん

きゅうりのすのもの あぶら ごま ごまあぶら ぎゅうにゅう とうふ もやし キャベツ ほうれんそう 601 22.6

ちくわ わかめ きくらげ しいたけ たけのこ きゅうり もやし

タイピーエン にんじんパン さとう ぎゅうにゅう とりにく にんじん たまねぎ しょうが

なつやさいのすどり はるさめ ぶたにく かまぼこ ピーマン 　えだまめ たけのこ 674 31.6

でんぷん いか うずらのたまご きくらげ しいたけ キャベツ なす 

たなばたそうめんじる こめ ごま ぎゅうにゅう さかなそうめん にんじん オクラ パイナップル

あつやきたまご むぎ ごまあぶら とうふ かまぼこ たまねぎ しいたけ 620 24.4

ナムル　たなばたゼリー さとう たまご もやし ほうれんそう

やさいスープ まるパン さとう ぎゅうにゅう きびなご キャベツ にんじん

きびなごカリカリフライ マカロニ じゃがいも ベーコン だいず たまねぎ きゅうり コーン 668 26.6

マカロニサラダ ごま あぶら マヨネーズ ツナ もやし

なすのみそしる こめ ぎゅうにゅう なす たまねぎ えのきたけ

いわしのうめに むぎ いわし あぶらあげ にんじん キャベツ 586 24.6

そくせきづけ みそ わかめ もやし きゅうり

もずくのすましじる こめ あぶら ぎゅうにゅう とうふ にんじん

ちくわのいそべあげ むぎ はるさめ ちくわ あおのり えのきたけ たまねぎ 608 21.2

はるさめのすのもの こむぎこ さとう ごまあぶら ハム たまご もずく きくらげ きゅうり

やさいのコンソメに コッペパン あぶら きなこ いりこ たまねぎ にんじん

かみかみサラダ さとう じゃがいも アーモンド ぎゅうにゅう だいず キャベツ きゅうり 668 26.0

ジューシー マヨネーズ とりにく ウインナー みかんかじゅう

なつのっぺいじる こめ むぎ ぎゅうにゅう ちくわ にんじん かぼちゃ

さばのゆずみそに こんにゃく とりにく さば しいたけ オクラ 668 25.9

ピーマンのおかかあえ でんぷん あつあげ かつおぶし ピーマン もやし

ワンタンスープ コッペパン さとう ぎゅうにゅう にんじん キャベツ

じゃがいものバジルいため ワンタン あぶら ウインナー きくらげ たまねぎ コーン 735 26.2

じゃがいも ぶたにく ベーコン

キムチスープ こめ あぶら ぎゅうにゅう とうふ はくさい たまねぎ

とりのからあげ むぎ こんにゃく ぶたにく かいそう しいたけ しょうが キャベツ 665 25.5

かいそうサラダ でんぷん こむぎこ とりにく にんじん にんにく きゅうり 

トマトに ミルクパン さとう ぎゅうにゅう いわし しめじ たまねぎ トマト 

いわしとおにくのハンバーグ じゃがいも とりにく ちくわ にんじん キャベツ 670 32.2

いぐさそうめんサラダ いぐさそうめん だいず ハム きゅうり コーン

フルーツヨーグルト こめ あぶら ぎゅうにく たまねぎ にんじん トマト しょうが

ふくじんづけ むぎ さとう ぎゅうにゅう なす かぼちゃ グリンピース もも 650 17.3

ヨーグルト バナナ パイナップル みかん だいこん

❶カレー　❷揚げパン　❸キムチスープ

20 すい なつやさいカレー

❶キムチスープ　❶フルーツヨーグルト　❸ビビンバ

15 きん むぎごはん

19 か ミルクパン

13 すい むぎごはん

14 もく ホットドッグ

11 げつ むぎごはん

12 か あげパン

まるパン

8 きん むぎごはん

新和小と新和中それぞれのリクエストメニュー上位３つが

７月の献立にすべて登場します！お楽しみに！

☆新和中学校リクエスト

☆新和小学校リクエスト

ひ よう しゅしょく
ぎゅう
にゅう

おかず

1 きん わかめごはん

4 げつ ビビンバ

令和４年度　７月　こんだてよていひょう

おもなざいりょう えいようりょう

※都合により献立が変更になる場合があります。
７月はリクエストメニュー盛りだくさんです！！

5 か にんじんパン

6 すい むぎごはん

7 もく

≪今月の天草産≫ 

しいたけ きゅうり きくらげ キャベツ オクラ 

新和学校給食センター 

七夕献立 

ふるさとくまさんデー 

八代地区 


