
ごぼうピラフ こめ,バター,あぶら とりがら,とりにく
にんにく,ごぼう,にんじん,たまねぎ,ホー
ルコーン,ピーマン

しお,しょうゆ,さけ,こしょう 625 kcal

トマトスープ あぶら とりがら,ベーコン
しょうが,たまねぎ,キャベツ,ホールトマ
ト,パセリ

しお,こしょう,しょうゆ 19.6 ｇ

まっちゃのホワイトチョコ
チップケーキ

さとう,バター,こむぎこ たまご,ぎゅうにゅう
まっちゃ,ベーキングパウダー,ホワイト
チョコチップ

たけのこずし こめ,さとう
こんぶ,あぶらあげ,かつおぶし(だ
し),きざみのり

にんじん,かんぴょう,たけのこ,こまつな さけ,す,しお,みりん,うすくちしょうゆ 538 kcal

かつおのあげに でんぷん,あぶら,さとう かつお しょうが しょうゆ,さけ 26.5 ｇ

すましじる かつおぶし(だし),とうふ ねぎ,こまつな しお,うすくちしょうゆ,みりん

カレーライス
こめ,あぶら,じゃがいも,バター,こ
むぎこ

とりがら,とんこつ,ぶたにく
しょうが,にんにく,にんじん,たまねぎ,り
んご

しお,こしょう,クローブ,ナツメグ,オール
スパイス,ガラムマサラ,チャツネ,トマト
ケチャップ,カレーこ,ウスターソ－ス,
しょうゆ

675 kcal

グリーンサラダ さとう,あぶら
キャベツ,きゅうり,えだまめ,アスパラガ
ス,たまねぎ

す,みりん,しろワイン,しお,こしょう,こな
からし

20.0 ｇ

ごはん こめ 562 kcal

いかチリソース あぶら,でんぷん,さとう いか にんにく,しょうが,たまねぎ,ねぎ
しお,こしょう,トマトケチャップ,しょう
ゆ,さけ,しちみとうがらし,パプリカ

23.2 ｇ

こんぶサラダ ごまあぶら,さとう しおこんぶ にんじん,キャベツ,はくさい,こまつな す,しょうゆ

みそしる じゃがいも かつおぶし(だし),わかめ たまねぎ,にんじん しろみそ,あかみそ

けいはん こめ,あぶら,さんおんとう
たまご,とりにく,とりがら,きざみの
り

しめじ,だいこん,たまねぎ,にんじん,こま
つな,ねぎ,たくあん

しお,しょうゆ 625 kcal

さつまのきんぴら
あぶら,さつまいも,さんおんとう,
ごま

さつまあげ にんじん,ごぼう みりん,しょうゆ,いちみとうがらし 23.5 ｇ

ふくれがし こむぎこ,くろざとう たまご ベーキングパウダー,す

きなこトースト しょくパン,バター,さとう きなこ しお 614 kcal

バジルチーズサラダ あぶら,さとう ダイスチーズ
キャベツ,きゅうり,にんじん,にんにく,バ
ジル

す,しお,こなからし,こしょう 20.0 ｇ

コーンシチュー
あぶら,じゃがいも,バター,こむぎ
こ

ぶたにく,とりがら,ぎゅうにゅう
にんじん,たまねぎ,しょうが,ホールコー
ン,クリームコーン,パセリ

しお,こしょう

ゆかりごはん こめ ゆかり 671 kcal

あげぎょうざのあまずあん
かけ

あぶら,ぎょうざのかわ,ごまあぶ
ら,でんぷん,さとう

ぶたにく しょうが,にんにく,キャベツ,ねぎ,にら しお,しょうゆ,す 21.3 ｇ

とんじる あぶら,じゃがいも,こんにゃく
かつおぶし(だし),ぶたにく,あぶら
あげ

ごぼう,にんじん,だいこん,ねぎ あかみそ,しろみそ

ほいこーろーどん あぶら,さとう,でんぷん,こめ ぶたにく
にんにく,しょうが,にんじん,たまねぎ,
キャベツ

さけ,しょうゆ,しお,こしょう,オイスター
ソース,テンメンジャン,はっちょうみそ,
あかみそ,トウバンジャン

575 kcal

めかぶのちゅうかスープ でんぷん,ごまあぶら とりがら,めかぶわかめ にんじん,たまねぎ,こまつな しお,こしょう,しょうゆ 20.6 ｇ

ピーチヨーグルト こなざとう プレーンヨーグルト おうとう,りんご

きつねうどん うどん,さとう
かつおぶし(だし),こんぶ(だし),ぶ
たにく,あぶらあげ

しいたけ,にんじん,たまねぎ,ねぎ,こまつ
な

さけ,しお,しょうゆ,みりん 595 kcal

じゃがいものそぼろに
あぶら,じゃがいも,さとう,でんぷ
ん

ぶたにく,かつおぶし(だし) にんじん,たまねぎ,さやいんげん さけ,しお,しょうゆ 25.0 ｇ

くだもの きよみオレンジ

えびマヨトースト しょくパン,あぶら,マヨネーズ えび,チーズ たまねぎ,レモンじる,パセリ しお,こしょう 559 kcal

バランスサラダ つきこんにゃく,さとう,あぶら ひじき,あぶらあげ,いんげんまめ
こまつな,にんじん,きゅうり,ホールコー
ン

しょうゆ,す,しお,こなからし 26.8 ｇ

ミルファンティスープ
マカロニ,パンこ,オリーブオイル,
バター

とりがら,ベーコン,たまご
しょうが,にんじん,たまねぎ,ほうれんそ
う

しお,こしょう

シナガック こめ,あぶら にんにく,ねぎ しょうゆ,しお,こしょう 581 kcal

アドボ さんおんとう とりにく しょうが,にんにく,たまねぎ
しお,こしょう,す,しょうゆ,ロリエパウ
ダー,こしょう

25.7 ｇ

シニガン さとう とりがら,ぶたにく
たまねぎ,キャベツ,にんじん,だいこん,に
んにく,しょうが,レモン

す,しお,しょうゆ

ごはん こめ 560 kcal

きびなごのからあげ でんぷん,こむぎこ,あぶら きびなご しょうが しょうゆ 20.7 ｇ

ごまずあえ さとう,しろごま にんじん,キャベツ,こまつな うすくちしょうゆ,す

みそしる
かつおぶし(だし),あぶらあげ,とう
ふ

だいこん,えのきたけ,ねぎ しろみそ,あかみそ

ガーリックトースト ｿﾌﾄﾌﾗﾝｽﾊﾟﾝ,バター にんにく しお,パセリ 585 kcal

あげごぼうのサラダ あぶら,さんおんとう,しろごま
キャベツ,きゅうり,にんじん,だいこん,ご
ぼう,たまねぎ

しょうゆ,しろみそ,こしょう 20.4 ｇ

はるキャベツのクリーム
スープ

じゃがいも,オリーブオイル
ベーコン,とりにく,なまクリーム,
ぎゅうにゅう,とりがら

にんにく,たまねぎ,にんじん,キャベツ しお,こしょう

さんさいおこわ こめ,もちごめ,あぶら,さとう ぶたにく,あぶらあげ にんじん,ぜんまい,わらび,しいたけ さけ,しお,しょうゆ,みりん 588 kcal

ふくさたまごやき あぶら,さとう とりにく,ひじき,たまご にんじん,たまねぎ,しいたけ,こまつな さけ,しお,しょうゆ 26.3 ｇ

みそしる じゃがいも かつおぶし(だし),わかめ ねぎ しろみそ,あかみそ

まーぼーやきそば
あぶら,さとう,でんぷん,ごまあぶ
ら,ちゅうかめん

ぶたにく,とりがら,とうふ
にんにく,しょうが,にんじん,しいたけ,た
まねぎ,ねぎ,にら

さけ,しょうゆ,あかみそ,しちみとうがら
し,トウバンジャン

600 kcal

こまつなのちゅうかスープ はるさめ,ごまあぶら とりがら,とりにく
しょうが,にんじん,たまねぎ,キャベツ,き
くらげ,こまつな

しお,こしょう,しょうゆ 26.6 ｇ

ごはん こめ 587 kcal

とうふハンバーグ あぶら,でんぷん,さとう ひじき,とりにく,たまご,とうふ にんじん,しいたけ,たまねぎ,ねぎ しお,こしょう,しょうゆ,す 21.8 ｇ

こまつなのじゃこあえ はるさめ,ごまあぶら,さとう ちりめんじゃこ こまつな,キャベツ,にんじん,きゅうり す,うすくちしょうゆ,しお

いなかじる こんにゃく,じゃがいも かつおぶし(だし)
にんじん,だいこん,しめじ,ねぎ,こまつな,
なめこ

しろみそ,あかみそ

きんぴらごはん
こめ,あぶら,こんにゃく,さとう,ご
まあぶら

ぶたにく,かつおぶし(だし),あぶら
あげ

にんじん,ごぼう,しいたけ
さけ,しお,うすくちしょうゆ,みりん,しょ
うゆ

594 kcal

やきざかな さけ 26.2 ｇ

すましじる かつおぶし(だし),とうふ ねぎ,こまつな,にんじん,だいこん,しめじ しお,うすくちしょうゆ,みりん

スパゲティナポリタン スパゲッティ,あぶら,さとう ベーコン,ロースハム
にんにく,にんじん,たまねぎ,マッシュ
ルーム,ホールトマト,ピーマン

しお,こしょう,トマトケチャップ,トマト
ピューレ,ウスターソ－ス

600 kcal

じゃがいものハニーサラダ あぶら,じゃがいも,はちみつ にんじん,キャベツ,きゅうり しお,す,こなからし 18.7 ｇ

くだもの バナナ
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５月　こんだてひょう

日 献立名
牛
乳

黄の仲間 
熱や力の元になる

赤の仲間 
血や肉になる

緑の仲間 
体の調子を整える

その他
ｴﾈﾙｷﾞｰ

たんぱく質

6
木

○


