
エネルギー

血や肉や骨になる 熱や力になる 体の調子を整える その他 たんぱく質

魚のマヨネーズ焼き ぎゅうにゅう ホキ とりにく こめ ノンエッグマヨネーズ さとう きゅうり にんじん キャベツ 732

ごま酢あえ チーズ あつあげ ごま こんにゃく りょくとうもやし にぼし 30.3

かしわ汁 ごぼう しいたけ だいこん ねぎ

いわし甘露煮 ぎゅうにゅう いわし こめ ごま さとう ごまあぶら きゅうり キャベツ もやし ねぎ 752

五色あえ とりにく ちくわ たまご とうふ コーン にんじん たまねぎ にぼし 31.9

かきたま汁 わかめ

チリコンカン ぎゅうにゅう だいず ぎゅうにく コッペパン さとう あぶら たまねぎ にんじん ピーマン 780

コーンチャウダー ぶたにく ベーコン じゃがいも トマト セロリ コーン パセリ 31.5

照り焼きチキン ぎゅうにゅう とりにく こめ むぎ ズッキーニ キャベツ にんじん 805

ズッキーニのツナサラダ ツナ ベーコン ノンエッグマヨネーズ じゃがいも たまねぎ しいたけ 31.7

野菜のスープ煮 マカロニ

★七夕セレクト★ チキンカツorさけフライ ぎゅうにゅう チーズ ぶたにく ミルクパン あぶら さとう ごまあぶら にんじん きゅうり キャベツ 815

チーズサラダ （とりにくorさけ） ひらめんビーフン たなばたゼリー コーン たまねぎ オクラ ねぎ 36.2

平めんスープ･七夕ゼリー しいたけ

鶏とレバーの香味あえ ぎゅうにゅう とりにく たまご あげ こめ あぶら さとう でんぷん しょうが にら たまねぎ ゆかり 836

ゆかり和え とりレバー ちくわ はくりきこ にんじん にんにく キャベツ にぼし 42.2

白玉団子汁 ごまあぶら しらたまだんご きゅうり ねぎ ごぼう しいたけ

魚のもみじ焼き ぎゅうにゅう ホキ こめ ノンエッグマヨネーズ さとう にんじん キャベツ きゅうり 748

コーンサラダ チーズ とりにく あつあげ あぶら さといも こんにゃく コーン ごぼう しいたけ ねぎ 29.7

のっぺい汁 ちくわ でんぷん

ポークビーンズ ぎゅうにゅう きなこ ぶたにく コッペパン さとう あぶら たまねぎ にんじん グリンピース 819

ヨーグルトあえ だいず ヨーグルト じゃがいも パインアップル もも みかん 31.7

ナゲット② ぎゅうにゅう ぶたにく えだまめ こめ じゃがいも あぶら さとう たまねぎ かぼちゃ なす トマト 839

海藻サラダ とりにく ツナ ごまあぶら にんじん にんにく しょうが 29.1

りんご かいそう わかめ もやし きゅうり

★沖縄の味★ ゴーヤチャンプルー ぎゅうにゅう ぶたにく ハム たまご こめ むぎ あぶら にがうり にんじん たまねぎ 785

もずくのすまし汁 　とうふ ちくわ ごまあぶら さとう じゃがいも もずく ねぎ みかん かつおぶし
こんぶ 28.1

冷凍みかん

★天草の味★ きびなごカリカリフライ④ たこ あげ えだまめ とうふ こめ さとう ごま あぶら にんじん ごぼう きゅうり なす 730

五目たこめし 野菜の甘酢あえ ぎゅうにゅう じゃがいも キャベツ しいたけ ねぎ にぼし 31.3

なすのみそ汁 きびなご

★長崎の味★ 皿うどん ぎゅうにゅう ぶたにく ちくわ しょくパン やきチャーめん さとう きくらげ にんじん たまねぎ 834

ひじきシュウマイ ひじきシュウマイ でんぷん ノンエッグマヨネーズ キャベツ ねぎ きゅうり 32.6

たまねぎサラダ ノンドリップツナ たけのこ

鶏の香味焼き ぎゅうにゅう とりにく あつあげ こめ さとう ごま きゅうり にんじん キャベツ 748

もやしのあえもの さといも こんにゃく りょくとうもやし にぼし 34.3

つぼん汁 しいたけ ねぎ

材料
日 曜 主食 牛乳 おかず

1 金 白ごはん

4 月 白ごはん

5 火 背割りコッペパン

6 水

7 木

8 金 そぼろごはん

11 月 白ごはん

12 火 きなこ揚げパン

14 木
麦ごはん

20 水 白ごはん

麦ごはん

ミルクパン

15 金

19 火
食パン

13 水 夏野菜カレー

７月 給食献立表 
牛深学校給食センター （７２－４１５８） 

天草の特産  

マダコ 

 

旬の味 
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ズッキーニ 

7月23日 

旬の味 

ゴーヤ 


