
エネルギー たんぱく質

kcal g

ごはん　どさんこ汁　牛乳

鶏肉のごまだれ焼き　からしあえ

鶏ごぼうごはん　みそ汁　

レバーとポテトの甘辛あえ　牛乳

五目ごはん　若竹汁

かつおの揚げ煮　牛乳

マーボー豆腐丼　めかたまスープ

牛乳　果物

ココアパン　トマトスープ

鶏肉のバーベキューソースかけ

粉ふきいも　牛乳

えびチャーハン　揚げぎょうざ

春雨スープ　牛乳

スパゲティクリームソースかけ

ごぼうの和風サラダ　牛乳　果物

ごはん　根菜汁

魚のピリ辛焼き　ごまあえ　牛乳

山菜おこわ　かきたま汁

豆腐ボールの甘酢あんかけ　牛乳

ピザトースト　ポトフ

もやしのカレー風味　牛乳

ごはん　みそけんちん汁

キャベツメンチカツ　おひたし　牛乳

カレーライス　ごまじゃこサラダ

牛乳　果物

ごはん　豚汁

魚の竜田揚げ　野菜ソテー　牛乳

焼きそば　中華スープ

のり塩ビーンズ　牛乳

チーズトースト　ポークシチュー

揚げワンタン入りサラダ　牛乳

ビビンバ　チゲスープ

牛乳　果物

ひじきごはん　みそ汁

ししゃもの天ぷら　牛乳　ぶどうゼリー

チキンライス　洋風卵焼き

キャベツとじゃがいものスープ　牛乳

けんちんうどん　ビーンズポテト

こんにゃくサラダ　牛乳

※栄養量は、中学年を１として、低学年0.85倍、高学年1.15倍です。

※食材仕入れまたは行事などにより献立を変更することがあります。　　　　　　　　　　　　　

31 火 599 22.8

27 金 592 24.1

30 月 631 24.4

25 水 679 27.7

26 木 606 21.9

23 月 631 29.9

24 火 577 26.4

19 木 712 25.5

20 金 649 21.0

17 火 636 26.1

18 水 631 28.2

13 金 622 23.2

16 月 572 26.8

11 水 643 24.6

12 木 666 26.0

9 月 580 26.7

10 火 636 26.1

2 月 623 25.5

6 金 638 24.7
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５月給食献立表
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実
施
日

曜
日

献　　立
栄養量

＊給食だより＊

今月から給食費等の引き落としが始まります。
今月の引き落とし日は

５月２３日（月）です。
残高不足にならないよう、

前日までに確認をお願いします。

今月の献立から

１７日 山菜おこわ

ぜんまいとわらびを使います。どちら

も葉が開く前の若い芽を摘み取ったもの

です。冬に枯れ春に芽を出すので、今が

ちょうど採れる季節です。

９日 若竹汁 かつおの揚げ煮【端午の節句】

５日の端午の節句にちなみ、たけの

こを使った「若竹汁」とかつおを使っ

た「かつおの揚げ煮」です。

たけのこは成長が早くまっすぐに育

つことから、また、かつおは、漢字で

「勝」「男」と書くことができ縁起が

良いことから端午の節句で食べられて

きました。たけのこやかつおは、ちょ

うど旬の時季にもあたりおいしい季節

です。

１０日 めかたまスープ

「めか」は「めかぶわかめ」、

「たま」は「たまご」の意味です。

めかぶはわかめの根元部分でこりこ

りとした歯ごたえが特徴です。わか

めはカルシウムや鉄などのミネラル、

食物繊維が豊富に含まれています。

５月は・・・

【早寝早起き

朝ごはん】

月間です。

朝ごはんを食べて

元気に

登校しましょう！

めかぶ

さわやかな季節になり、新学期がス
タートしてからあっという間に1か月
が過ぎました。この時季は気温の上下
が激しく疲れも出やすいときです。食
事をしっかり取り、体調を整えて、元
気に過ごせるようにしましょう。
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日 献立名
牛
乳

その他

ごはん 米,大麦 水

鶏肉のごまだれ焼き
鶏肉 砂糖 ごま油,白ねりごま,

白ごま
にんにく,しょうが,長ね
ぎ

みりん,しょうゆ,酒,トウバンジャン

からしあえ
にんじん,小松菜 キャベツ 水,さば削り節(だし),みりん,しょう

ゆ,からし

どさんこ汁
豚肉,白みそ じゃがいも サラダ油,バター ホールコーン,長ねぎ 水,昆布(だし),さば削り節(だし),

しょうゆ

鶏ごぼうごはん
鶏肉,油揚げ 米,大麦,こんにゃ

く,砂糖
サラダ油 にんじん しょうが,ごぼう,干しし

いたけ
水,塩,しょうゆ,酒,水,さば削り節(だ
し),みりん

レバーとポテトの甘辛あえ
豚レバー じゃがいも,でん粉,

砂糖
大豆白絞油 ピーマン しょうが,長ねぎ しょうゆ,みりん

みそ汁 白みそ,赤みそ わかめ 小松菜 玉ねぎ 水,さば削り節(だし)

五目ごはん
鶏肉,油揚げ 米,大麦,砂糖 サラダ油 にんじん ごぼう,干ししいたけ 水,酒,塩,うすくちしょうゆ,しょうゆ

かつおの揚げ煮
かつお でん粉,砂糖 大豆白絞油,白ごま しょうが しょうゆ,酒,水

若竹汁
かまぼこ わかめ 小松菜 水煮たけのこ,長ねぎ 水,さば削り節(だし),昆布(だし),塩,

うすくちしょうゆ,みりん

マーボー豆腐丼
豚肉,赤みそ,豆腐 米,大麦,砂糖,でん

粉
サラダ油,ごま油 にんじん,にら にんにく,しょうが,干し

しいたけ,玉ねぎ,長ねぎ
水,酒,水,鳥がら,しょうが（スー
プ）,しょうゆ,一味唐辛子

めかたまスープ
鶏卵 めかぶわかめ でん粉 小松菜 キャベツ 水,鳥がら,しょうが（スープ）,塩,こ

しょう,しょうゆ

果物 かんきつ類

ココアパン ココアパン

鶏肉のﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰｿｰｽかけ
鶏肉 でん粉,砂糖 大豆白絞油,サラダ

油
玉ねぎ,りんご,レモン 塩,こしょう,しょうゆ,白ワイン,みり

ん,酢,一味唐辛子

粉ふきいも じゃがいも 塩,こしょう,パセリ(乾)

トマトスープ
ベーコン サラダ油 ダイスカットトマ

ト缶
玉ねぎ,キャベツ 水,鳥がら,しょうが（スープ）,塩,こ

しょう,しょうゆ

えびチャーハン 豚肉,えび,鶏卵 米,大麦 サラダ油 にんじん 干ししいたけ,長ねぎ 水,しょうゆ,塩,酒,こしょう

揚げぎょうざ
豚肉 でん粉,ぎょうざの

皮
ごま油,大豆白絞油 にら しょうが,キャベツ 塩,しょうゆ

春雨スープ
鶏肉 はるさめ ごま油 にんじん,小松菜 もやし,玉ねぎ,水煮たけ

のこ
水,鳥がら,しょうが（スープ）,酒,
塩,こしょう,しょうゆ

スパゲティクリームソース
かけ

ベーコン,鶏肉 牛乳,生クリーム,
チーズ

スパゲッティ,小麦
粉

サラダ油,バター にんじん 玉ねぎ,水煮マッシュ
ルーム

白ワイン,水,鳥がら,しょうが（スー
プ）,塩,こしょう

ごぼうの和風サラダ
砂糖 白ごま,ごま油 ごぼう,キャベツ,きゅう

り
酢,しょうゆ

果物 かんきつ類

ごはん 米,大麦 水

魚のピリ辛焼き
鮭 砂糖 にんにく,しょうが,りん

ご,長ねぎ
しょうゆ,酒,トウバンジャン

ごまあえ
砂糖 白ねりごま,白すり

ごま
にんじん,小松菜 もやし,キャベツ 水,しょうゆ

根菜汁 鶏肉 さつまいも サラダ油 にんじん ごぼう,だいこん,長ねぎ 水,さば削り節(だし),酒,塩,しょうゆ

山菜おこわ

豚肉,油揚げ 米,もち米,砂糖 サラダ油 にんじん 水煮たけのこ,生ぜんま
い(ゆで),わらび(ゆで),
干ししいたけ

水,酒,塩,しょうゆ,水,みりん

豆腐ﾎﾞｰﾙの甘酢あんかけ
鶏肉,すけとうだら,豆
腐

干ひじき でん粉,砂糖 サラダ油,大豆白絞
油

にんじん 玉ねぎ 塩,こしょう,水,しょうゆ,酢

かきたま汁 鶏卵 わかめ でん粉 小松菜 えのきたけ,長ねぎ 水,さば削り節(だし),塩,しょうゆ

ピザトースト
ハム チーズ 食パン（無塩） サラダ油 ピーマン,トマト

ピューレ
にんにく,玉ねぎ 塩,こしょう,ケチャップ,中濃ソース

ポトフ
ベーコン,豚肉 じゃがいも サラダ油 にんじん セロリー,玉ねぎ,キャベ

ツ
水,鳥がら,しょうが（スープ）,ロリ
エ,白ワイン,塩,こしょう

もやしのカレー風味 砂糖 サラダ油 もやし,きゅうり 酢,しょうゆ,塩,カレー粉

ごはん 米,大麦 水

キャベツメンチカツ
豚肉,鶏肉,大豆 パン粉,小麦粉 大豆白絞油 キャベツ,玉ねぎ 塩,こしょう,ナツメグ,水,中濃ソース

おひたし かつお節 にんじん,小松菜 もやし,ホールコーン しょうゆ,水,さば削り節(だし)

みそけんちん汁 豆腐,白みそ,赤みそ じゃがいも ごま油 にんじん ごぼう,だいこん,長ねぎ 水,さば削り節(だし)

カレーライス

豚肉 米,大麦,じゃがい
も,小麦粉

サラダ油,バター にんじん にんにく,しょうが,玉ね
ぎ

水,水,鳥がら,しょうが（スープ）,
塩,こしょう,クローブ,ナツメグ,カ
レー粉,オールスパイス(粉),チャツ
ネ,ウスターソ－ス,ケチャップ,しょ
うゆ

ごまじゃこサラダ
鶏肉 ちりめんじゃこ 砂糖 白ごま,ごま油 にんじん キャベツ,もやし,しょう

が
酒,しょうゆ,酢

果物 かんきつ類

ごはん 米,大麦 水

魚の竜田揚げ かつお でん粉 大豆白絞油 しょうが みりん,酒,しょうゆ

野菜ソテー
ベーコン サラダ油 にんじん 玉ねぎ,キャベツ,もやし 塩,こしょう,オイスターソース,しょ

うゆ

豚汁
豚肉,豆腐,白みそ,赤
みそ

じゃがいも,こん
にゃく

サラダ油 にんじん,小松菜 ごぼう,だいこん,長ねぎ 水,さば削り節(だし)

焼きそば
豚肉,いか 蒸し中華麺 サラダ油 にんじん,にら 玉ねぎ,キャベツ,もやし 酒,塩,こしょう,中濃ソース,ウスター

ソ－ス

中華スープ
鶏肉 ごま油 にんじん,チンゲ

ンサイ
玉ねぎ,長ねぎ 水,鳥がら,しょうが（スープ）,酒,

塩,こしょう,しょうゆ

のり塩ビーンズ 大豆 青のり でん粉 大豆白絞油 塩

チーズトースト チーズ 食パン（無塩）

ポークシチュー

豚肉,いんげんまめ 砂糖,じゃがいも,小
麦粉

サラダ油,バター にんじん,トマト
ピューレ

にんにく,玉ねぎ,水煮
マッシュルーム

赤ワイン,塩,こしょう,水,鳥がら,
しょうが（スープ）,ケチャップ,ウス
ターソ－ス,しょうゆ

揚げワンタン入りサラダ
砂糖,ワンタンの皮 サラダ油,大豆白絞

油
にんじん もやし,キャベツ しょうゆ,酢,からし

ビビンバ
豚肉,鶏卵 米,大麦,砂糖 サラダ油,ごま油,白

ごま
にんじん,小松菜 しょうが,ぜんまい,水煮

たけのこ,もやし
水,酒,しょうゆ,みりん,塩

チゲスープ
豚肉,白みそ,赤みそ にんじん,にら はくさいキムチ漬,キャ

ベツ,えのきたけ
水,鳥がら,しょうが（スープ）,酒,
しょうゆ,みりん

果物 かんきつ類

ひじきごはん 鶏肉,大豆 干ひじき 米,大麦,砂糖 サラダ油 にんじん ごぼう,干ししいたけ 水,塩,しょうゆ,酒,水,みりん

ししゃもの天ぷら ししゃも 小麦粉 大豆白絞油 水,塩

みそ汁 厚揚げ,白みそ,赤みそ わかめ じゃがいも 小松菜 玉ねぎ,キャベツ 水,さば削り節(だし)

ぶどうゼリー（アガー） アガー 砂糖 ぶどうジュース 水,カップ

チキンライス
鶏肉 米,大麦 サラダ油 にんじん 玉ねぎ,水煮マッシュ

ルーム,トマトペースト
パプリカ(粉),水,酒,ケチャップ,塩,
こしょう

洋風卵焼き
ハム,鶏卵 サラダ油,マヨネー

ズ風（鶏卵不使用）
小松菜 玉ねぎ 塩,こしょう

ｷｬﾍﾞﾂとじゃがいものｽｰﾌﾟ
ベーコン じゃがいも サラダ油 キャベツ 水,鳥がら,ロリエ,しょうが（スー

プ）,塩,こしょう,パセリ(乾)

けんちんうどん
鶏肉,豆腐,油揚げ うどん（無塩） サラダ油 にんじん,小松菜 ごぼう,だいこん,長ねぎ 水,さば削り節(だし),酒,塩,しょうゆ

ビーンズポテト 大豆 じゃがいも,でん粉 大豆白絞油 塩,こしょう

こんにゃくサラダ こんにゃく,砂糖 ごま油 にんじん もやし,きゅうり しょうゆ,みりん,酢

赤の仲間 
血や肉になる

黄の仲間 
熱や力の元になる

緑の仲間 
体の調子を整える

2
月

○

6
金

○

12
木

○

16
月

○

9
月

○

10
火

○

11
水

○

17
火

○

18
水

○

19
木

○

27
金

○

20
金

○

23
月

○

24
火

○

30
月

○

31
火

○

13
金

○

25
水

○

26
木

○


