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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)

かきたま汁　 米 油 砂糖 牛乳 ハム にんじん 枝豆

鶏の甘酢ソースがけ 澱粉 ごま 卵 わかめ たまねぎ しめじ しょうが 890.0 34.4

枝豆サラダ 鶏肉 ひじき しいたけ にんにく もやし 

中華スープ 米 砂糖 油 牛肉 卵 ねぎ にんにく たまねぎ もやし

きゅうりの酢の物 ごま ごま油 牛乳 豆腐 もやし キャベツ ほうれん草 744.0 27.5

ちくわ わかめ にんじん きくらげ しいたけ たけのこ きゅうり

タイピーエン にんじんパン 砂糖 牛乳 鶏肉 にんじん たまねぎ しょうが

夏野菜の酢鶏 はるさめ 豚肉 かまぼこ ピーマン  枝豆 たけのこ 813.0 38.9

澱粉 いか うずらの卵 きくらげ しいたけ キャベツ なす 

七夕そうめん汁 米 ごま 牛乳 魚そうめん にんじん オクラ パイナップル

厚焼き玉子 麦 ごま油 砂糖 豆腐 かまぼこ たまねぎ しいたけ 767.0 28.7

ナムル　七夕ゼリー 卵 もやし ほうれん草

野菜スープ　 丸パン 砂糖 油 きびなご ベーコン キャベツ にんじん

きびなごカリカリフライ マカロニ マヨネーズ 牛乳 たまねぎ きゅうり 797.0 31.8

マカロニサラダ ごま じゃがいも 大豆 ツナ もやし コーン

なすの味噌汁 米 牛乳 油揚げ なす たまねぎ えのきたけ

いわしの梅煮 麦 いわし にんじん キャベツ 748.0 29.4

即席漬け みそ わかめ もやし きゅうり

もずくのすまし汁 米 油 砂糖 牛乳 豆腐 にんじん

ちくわの磯辺揚げ 麦 はるさめ ちくわ あおのり えのきたけ たまねぎ 785.0 26.2

春雨の酢の物　 小麦粉 ごま油 ハム 卵 もずく きくらげ きゅうり

野菜のコンソメ煮 コッペパン 油 砂糖 きな粉  いりこ たまねぎ にんじん

かみかみサラダ じゃがいも アーモンド 牛乳 大豆 キャベツ きゅうり 785.0 31.1

ジューシー マヨネーズ 鶏肉 ウインナー みかん果汁

夏のっぺい汁 米 普通牛乳 ちくわ にんじん かぼちゃ

さばのゆず味噌煮 麦 こんにゃく 鶏肉 厚揚げ しいたけ オクラ 846.0 31.7

ピーマンのおかか和え 澱粉 さば かつお節 ピーマン もやし

ワンタンスープ コッペパン 砂糖 油 牛乳 にんじん キャベツ

じゃがいものバジル炒め 小麦粉 じゃがいも ウインナー きくらげ たまねぎ 890.0 31.2

ワンタン 豚肉 ベーコン コーン

キムチスープ 米 油 牛乳 豆腐 白菜 たまねぎ

鶏のから揚げ 麦 こんにゃく 豚肉 海藻 しいたけ しょうが キャベツ 873.0 33.0

海藻サラダ　 澱粉 小麦粉 鶏肉 にんじん にんにく きゅうり 

トマト煮 ミルクパン 砂糖 牛乳 ハム しめじ たまねぎ トマト 

いわしとお肉のハンバーグ じゃがいも 鶏肉 ちくわ にんじん キャベツ 774.0 37.0

い草そうめんサラダ い草そうめん 大豆 いわし きゅうり コーン

フルーツヨーグルト 米 油 砂糖 牛肉 たまねぎ にんじん トマト しょうが

福神漬け 麦 牛乳 なす かぼちゃ グリンピース 桃 851.0 21.2

ヨーグルト バナナ パイナップル みかん 大根

❶カレー　❷揚げパン　❸キムチスープ

20 水 夏野菜カレー

❶キムチスープ　❶フルーツヨーグルト　❸ビビンバ

15 金 麦ごはん

19 火 ミルクパン

13 水 麦ごはん

14 木 ホットドッグ

11 月 麦ごはん

12 火 揚げパン

丸パン

8 金 麦ごはん

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

☆新和小学校

日 曜 主食 牛乳 おかず

1 金 わかめごはん

4 月 ビビンバ

令和４年度　７月　こんだてよていひょう

主　な　材　料 栄 養 量

※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 火 にんじんパン

6 水 麦ごはん

7 木

≪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 

ふるさとくまさんデー 

八代地区 

七夕献立 


