
からだのちやにくになるもの からだのちょうしをととのえるもの からだのちからやねつになるもの

あかの食品 みどりの食品 きいろの食品

3 月

4 火

5 水

6 木

7 金
♪たんごのせっくにちなんだメニュー♪
ふじごはん 牛乳 かつおのオーロラソースかけ
こまつなののりあえ　わかたけみそしる オレンジ

牛乳 くろだいず かつお
のり とりにく あぶらあげ
わかめ かつおぶし みそ

しょうが こまつな にんじん
もやし たけのこ たまねぎ
さやえんどう オレンジ

せいはくまい かたくりこ
しょくぶつゆ さんおんとう

591 28.8

10 月
ごはん 牛乳 まつかぜやき おあげのサラダ
とりにくいりこんさいじる 
ぶんちゃんのこざかなくん

牛乳 ぶたにく とりにく
ひじき たまご みそ とうふ
あぶらあげ かつおぶし
かたくちいわし

たまねぎ しょうが キャベツ
きゅうり とうもろこし しめじ
にんじん だいこん ごぼう 
こんにゃく ねぎ

せいはくまい パンこ
さんおんとう しろごま
オリーブオイル しょくぶつゆ
じゃがいも かたくりこ

660 31.1

11 火
きりこんぶごはん 牛乳 おかかあえ
きびなごのカリカリフライ とりごぼうスープ
ソフールげんきヨーグルト〔代替：りんごゼリー〕

牛乳 ぶたにく こんぶ
きびなごカリカリフライ
かつおぶし とりにく
とうふ ヨーグルト

にんじん ごぼう えだまめ
もやし こまつな たまねぎ
えのきたけ ちんげんさい

せいはくまい しょくぶつゆ
さんおんとう

593 25.5

12 水
バターロール 牛乳 さけのこうそうパンこやき
アーモンドサラダ アスパラのチャウダー
パイナップル

牛乳 さけ とりにく
ベーコン

パセリ キャベツ きゅうり
バジル にんじん たまねぎ
グリーンアスパラ
パイナップル

バターロール エッグケア
こめこパンこ アーモンド
しょくぶつゆ さんおんとう
じゃがいも バター こむぎこ

729 30.5

13 木
ごはん 牛乳 ほっけのしおやき 
だいこんとひきにくのいために
てづくりはっとじる かわちばんかん

牛乳 ほっけ ぶたにく
あぶらあげ とりにく
かつおぶし

だいこん にんじん ごぼう
ほししいたけ ねぎ こまつな
かわちばんかん

せいはくまい しょくぶつゆ
さんおんとう こむぎこ 656 30.8

14 金
グリンピースごはん とりにくのねぎソースかけ
のりとあおなのあえもの さつまじる
牛乳 りんごゼリー

牛乳 とりにく のり
ぶたにく かつおぶし
みそ

グリンピース しょうが ねぎ
こまつな にんじん もやし
とうもろこし ごぼう だいこん
はくさい こんにゃく

せいはくまい かたくりこ
しょくぶつゆ さんおんとう
エッグケア さつまいも
りんごゼリー

673 25.1

17 月
ミルクパン 牛乳 チキンハーブやき
スパゲティナポリタン バナナ
はくさいとポークのスープ

牛乳 とりにく ソーセージ
こなチーズ ぶたにく

にんにく パセリ たまねぎ
にんじん マッシュルーム バジル
ピーマン しめじ はくさい
とうもろこし バナナ ローズマリー

ミルクパン オリーブオイル
スパゲティ しょくぶつゆ
バター じゃがいも 693 30.9

18 火
ごはん 牛乳 さばのこうみやき
はるさめサラダ ちゅうかスープ パイナップル

牛乳 ノルウェーさば
ハム ぶたにく なると

ねぎ しょうが にんにく 
にんじん キャベツ もやし
たけのこ はくさい ほししいたけ
ちんげんさい パイナップル

せいはくまい はるさめ
しろごま ごまあぶら
さんおんとう 679 27.4

19 水
チキンライス ソーセージとポテトのスープ
フリッタータ（イタリアふうオムレツ）
オレンジ ぶんちゃんのこざかなくん 牛乳

牛乳 とりにく たまご
ハム チーズ ソーセージ
かたくちいわし

にんじん とうもろこし たまねぎ
グリンピース マッシュルーム 
しめじ まいたけ にんじん
はくさい ちんげんさい オレンジ

せいはくまい バター
じゃがいも オリーブオイル

696 31.9

20 木
ごはん 牛乳 あかうおのマヨネーズやき
じゃがいものそぼろに かわちばんかん
わかめととうふのみそしる

牛乳 あかうお みそ
ぶたにく とうふ わかめ
かつおぶし

たまねぎ パセリ にんじん
グリンピース だいこん こまつな
ほししいたけ かわちばんかん

せいはくまい マヨネーズ
じゃがいも しょくぶつゆ
さんおんとう かたくりこ

659 25.8

21 金
ごはん 牛乳 オレンジ
カツカレー〔てづくりとんかつ・カレー〕
にらととうふのスープ

☆牛乳 ぶたにく たまご
とりにく とうふ かつおぶし

しょうが にんにく たまねぎ
にんじん りんごすりおろし ねぎ
グりンピース だいこん にら
はくさい えのきたけ オレンジ

せいはくまい こむぎこ
パンこ しょくぶつゆ
じゃがいも カレールウ 693 28.0

22 土

24 月

25 火
ごはん 牛乳 プルコギ しおナムル
にくだんごととうふのスープ かわちばんかん

牛乳 ぶたにく
みそ とうふ

りんごジュース にんにく ねぎ
しょうが こまつな もやし
にんじん きゅうり はくさい
ほししいたけ ちんげんさい
かわちばんかん

せいはくまい しょくぶつゆ
さんおんとう ごまあぶら
ジーマージャン(ねりごま)
しろごま かたくりこ

640 31.6

26 水
ていえんパン※えんぶんをおさえたパンです　
てづくりちんじゅわんず オレンジ 牛乳
チャーシューめん だいこんとツナのあえもの

牛乳 やきぶた なると
ぶたにく ツナ

にんじん もやし キャベツ ねぎ
にら にんにく しょうが
たまねぎ ほししいたけ だいこん
きゅうり とうもろこし オレンジ

ていえんパン ちゅうかめん
もちごめ さんおんとう
ごまあぶら かたくりこ
エッグケア

641 30.3

27 木
ごはん 牛乳 ぶたにくとじゃがいものあまからに
しらすとはくさいのあえもの にらたまじる
きょうのてつぶんようさんヨーグルト〔代替品:みかんゼリー〕

牛乳 ぶたにく しらすぼし
たまご なると かつおぶし
ヨーグルト

しょうが はくさい こまつな
にんじん にら たまねぎ
ほししいたけ

せいはくまい かたくりこ
しょくぶつゆ じゃがいも
さんおんとう ごまあぶら 693 26.8

28 金
どんどろけめし 牛乳 いかのレモンソースかけ
こまつなとわかめのごまサラダ パイナップル
みそけんちんじる

牛乳 あぶらあげ とうふ
いか わかめ とりにく
かつおぶし みそ

ごぼう にんじん ほししいたけ
えだまめ しょうが レモン ねぎ
こまつな にんにく だいこん 
もやし こんにゃく パイナップル

せいはくまいしょくぶつゆ
さんおんとう かたくりこ
ごまあぶら しろごま
じゃがいも

639 25.6

31 月
ごはん 牛乳 えびとうずらのチリソースいため
チンジャオロースー かわちばんかん
はくさいとベーコンのスープ

牛乳 えび うずらたまご
ぶたにく ベーコン
とりにく

しょうが にんにく たまねぎ
ねぎ にんじん たけのこ しめじ
ピーマン パプリカ セロリ
はくさい パセリ かわちばんかん

せいはくまい しょくぶつゆ
さんおんとう かたくりこ
じゃがいも 671 29.4

663 28.7
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日
曜
日

こ　　ん　　だ　　て　　め　　い

ざ　　　い　　　り　　　ょ　　　う エ
ネ
ル
ギ
ー

た
ん
ぱ
く
質

き  ゅ  う  し  ょ  く  の  へ  い  き  ん  え  い  よ  う  か

☆５月
がつ

２６日
にち

～２７日
にち

　４年生
ねんせい

は 泉ヶ岳
いずみがたけ

  宿泊
しゅくはく

 学習
がくしゅう

のため給食
きゅうしょく

がありません。

　★藤
ふじ

ご飯
はん

（５月
がつ

７日
か

）

　　黒豆
くろ まめ

を炊
た

き込
こ

んだごはんで，ごはんが藤色
ふじいろ

（うす紫色
むらさきいろ

）に色
いろ

づくことから，

　　この名前
な ま え

がつきました。藤
ふじ

の花
はな

が咲
さ

く５月
がつ

に取
と

り入
い

れました。

　★低塩
ていえん

パン（５月
がつ

２６日
にち

）

　　学校給食摂取基準
がっこうきゅうしょくせっしゅきじゅん

の改正
かいせい

により，食塩相当量
しょくえんそうとうりょう

の基準値
き じ ゅ ん ち

が引
ひ

き下
さ

げられ

　　減塩
げんえん

が求
も と

められる中
なか

，この『低塩
ていえん

パン』が今年度
こ ん ね ん ど

から登場
とうじょう

しました。

け　ん　ぽ　う　き　ね　ん　び

み　ど　り　の　ひ

こ　　ど　　も　　の　　ひ

お　べ　ん　と　う　の　ひ　　　※ おべんとうじさん

な か よ し う ん ど う か い　　　※ おべんとうじさん

ふ り か え き ゅ う ぎ ょ う び

（ 印はスプーンもあった方がよい日です ）

( kcal ) ( g )

５月の給食に使う旬の食材

グリンピース・グリーンアスパラ

かわちばんかん など

※ざいりょうなどのつごうにより，こんだてないようを

へんこうするばあいがあります。

ぎゅうにゅう

たまご

とうふ

にく

さかな やさい くだもの
パン

いも
あぶら

ごはん

http://www.timesoft.jp/ftp/02/food_sit/79.sit

