
天草学校給食センター

あか きいろ みどり エネルギー たんぱく

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 (kcal) しつ(ｇ)

さばのたつたあげ ぎゅうにゅう　さば こめ むぎ しょうが かぼちゃ なす ねぎ

なつのっぺいじる とりにく　ちくわ かたくりこ さとう あぶら にんじん　えだまめ　キャベツ 757 28.3

まめっこサラダ あつあげ  だいず　いりこ しいたけ　もやし 938 34.0

チンジャオロース ぎゅうにゅう こめ むぎ しょうが たけのこ ピーマン

ちゅうかスープ ぶたにく かたくりこ あぶら さとう でんぷん にんじん きくらげ　キャベツ 637 22.5

アーモンドサラダ ごまあぶら アーモンド もやし ほうれんそう たまねぎ  コーン 790 27.2

ひやしちゅうか ぎゅうにゅう　ハム ココアパン チャンポンめん にんじん きゅうり

さかなのチーズやき たまご　ホキ ごまあぶら もやし　 きくらげ 684 32.3

チーズ しいたけ　 865 40.1

あかうおのてりやき ぎゅうにゅう　あかうお こめ　むぎ にんじん たまねぎ

ごじる だいず　あつあげ さとう もやし　きゅうり　ゆかり 607 28.8

ゆかりあえ わかめ　にぼし えのきたけ ねぎ キャベツ 745 35.2

ほしのコロッケ ぎゅうにゅう ベーコン ミルクパン じゃがいも あぶら たまねぎ にんじん

あまのがわスープ ハム チーズ　ぶたにく こめめん さとう オクラ  きゅうり 653 21.9

ひじきのマリネ･たなばたゼリー ひじき ゼリー　ナタデココ キャベツ 799 26.7

マーボーナス ぎゅうにゅう とうふ こめ むぎ にんじん たまねぎ　きくらげ　もやし

ちゅうかあえ ぶたにく　だいず さとう でんぷん ごまあぶら なす たけのこ グリンピース 652 24.3

アーモンド しょうが にんにく しいたけ きゅうり 808 29.4

ホッケのしおやき ぎゅうにゅう とうふ こめ むぎ かぼちゃ たまねぎ

なつやさいのみそしる ほっけ　ひじき　わかめ さとう ごま ごまあぶら オクラ いんげん 641 27.7

ひじきのあぶらいため だいず　あぶらあげ　 さつまあげ にんじん　 793 33.8

コンソメスープ ぎゅうにゅう ベーコン こくとうパン あぶら じゃがいも にんじん たまねぎ

ツナサラダ ツナ さとう パセリ きゅうり キャベツ 611 24.4

ハンバーグ ぶたにく　とりにく かたくりこ 797 31.4

ゴーヤチャンプルー ぎゅうにゅう とうふ つみれ こめ むぎ にがうり とうがん　 トマト

つみれととうがんのスープ たまご　 ごまあぶら かたくりこ にんじん たまねぎ 637 24.1

トマトサラダ ぶたにく しいたけ　 きゅうり 786 29.5

あかいスパゲッチ ぎゅうにゅう こめこパン スパゲッティ たまねぎ にんじん

フルーツヨーグルト ぶたにく あぶら さとう しめじ ピーマン みかん もも 672 24.6

ヨーグルト オリーブオイル トマト パインアップル バナナ 808 29.0

きびなごフライ ちりめん ぎゅうにゅう こめ むぎ あそたかな ねぎ ごぼう

だごじる きびなご あぶらあげ ごま ごまあぶら あぶら にんじん きゅうり 623 24.8

きゅうりのこんぶあえ とりにく こんぶ　いりこ はくりきこ　かたくりこ もやし　しいたけ 777 30.8

オムレツ ぎゅうにゅう　チーズ　とさかのり ミルクパン じゃがいも あぶら にんじん たまねぎ

コーンクリームスープ たまご　ぎゅうにゅう　ふのり さとう さといも ごま コーン 649 25.5

かいそうサラダ とりにく　わかめ　こんぶ きゅうり キャベツ 831 32.1

チキンナゲット ぎゅうにゅう　だいず こめ むぎ たまねぎ なす

なつやさいカレー とりにく じゃがいも あぶら にんじん 666 21.1

スイカ ぶたにく パンこ　こむぎこ りんご　すいか 856 27.1

※献立は都合により変更になる可能性があります。ご了承ください。

19 か ミルクパン

20 すい むぎごはん

14 もく こめこパン

15 きん たかなごはん

12 か こくとうパン

13 すい むぎごはん

8 きん むぎごはん

11 げつ むぎごはん

むぎごはん

6 すい むぎごはん

5 か ココアパン

4 げつ

7 もく ミルクパン

　　　　7月　がっこうきゅうしょくこんだてよていひょう
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七夕献立

お話給食

ふるさとくまさんデー

時間がある時には食事のお手伝いや料理に挑戦してみましょう。おうちの人と相談しできることからはじめてみましょう。


