
５月の予定献立表

献　　立　　名 ｴﾈﾙｷﾞｰ たん白質 おもにからだをつくる おもにねつやちからになる おもにからだのちょうしを

日 曜 しゅしょく のみもの  お  か  ず Kcal g しょくひん（赤） しょくひん（黄） ととのえるしょくひん（緑）

まつかぜやき ぎゅうにゅう こめ　あかまい　さとう にんじん

7 木 あかまい こうはくなます 646 19.2 とりにく　　あかみそ ドライパンこ だいこん

おしるこ とうふ　　　あずき しらたまだんご しょうが

ツナポテト ぎゅうにゅう ソフトフランスパン パセリ　にんじん　たまねぎ

8 金 ＡＢＣマカロニスープ 670 19.5 ツナフレーク キャラメル　じゃがいも トマト　セロリ　きゃべつ

ぶたにく　ベーコン マカロニ　さとう　あぶら えりんぎ　マッシュルーム

１１ 月

わかめスープ ぎゅうにゅう　わかめ こめ　おおむぎ にんじん　にら　きゃべつ

12 火 アセロラゼリー 612 24.5 ぶたにく　とりにく さとう　あぶら ほうれんそう　にんにく

とうふ　　 でんぷん たまねぎ　しいたけ　ねぎ

いなかうどんじる ぎゅうにゅう　わかめ じこなうどん　あぶら にんじん　こまつな　ねぎ

13 水 うどん こんにゃくサラダ 673 23.7 とりにく　　あぶらあげ サラダこんにゃく　さとう しいいたけ　だいこん

さつまいもパイ ちくわ さつまいも　あぶら きゅうり　きゃべつ

さばのみそに ぎゅうにゅう　わかめ こめ　　さとう こまつな　にんじん　ねぎ

14 木 ごはん さんしょくおひたし 652 22.6 さば　　あかみそ ごまあぶら しょうが　きゃべつ

とうふのすましじる とうふ　こんぶ たもぎたけ

やさいスープ ぎゅうにゅう こめ にんじん　もやし　ねぎ

15 金 ちゅうかふうジュレ 653 18.8 ぶたにく あぶら きゃべつ　しめじ

とうふ ごまあぶら キムチ

にくやさいラーメンじる ぎゅうにゅう ちゅうかめん　でんぷん にんじん　しょうが

18 月 じゃがまるくん 687 25.7 ぶたにく じゃがいも　 きゃべつ　ねぎ　にんにく

りんごゼリー シュレットチーズ さとう　あぶら　 もやし　　りんご
ジョア はるまき ジョア（マスカット味） こめ　おしむぎ　あぶら にんじん　たけのこ　にら

19 火 ごはん ちゅうかきゅうり 670 20.4 ぶたにく　あぶらあげ はるさめ　でんぷん きゅうり　きゃべつ　ねぎ

だいこんのみそしる あかみそ　しろみそ　わかめ はるまきのかわ　はくりきこ もやし　しいたけ　だいこん

カンパチのてりやき ぎゅうにゅう　わかめ こめ　 にんじん　まいたけ　ねぎ

20 水 そくせきづけ 651 27.7 あぶらあげ　かんぱち さといも きゅうり　だいこん

すましじる とうふ　かまぼこ あぶら きゃべつ　しょうが　

わふうハンバーグ ぎゅうにゅう　ぶたにく こめ　なまパンこ　あぶら にんじん　ミニトマト

21 木 ごはん ミニトマト（２こ） 677 21.5 とりにく　　とうふ さとう　　でんぷん たまねぎ　しめじ　ねぎ

さつまじる あかみそ　しろみそ つきこん　さつまいも だいこん　たもぎたけ

ナムル ぎゅうにゅう こめ　さとう　あぶら にんじん　こまつな

22 金 フルーツポンチ 601 18.2 ぶたにく　いか でんぷん　ごまあぶら しいいたけ　だいこん

むきえび たまねぎ　きりぼしだいこん

さんまのたつたあげ ぎゅうにゅう　 こめ　　サラダこんにゃく にんじん　コーン　きゃべつ

25 月 ごはん ごまだれサラダ 647 19.6 さんま さとう　じゃがいも きゅうり　ねぎ　　ごぼう

さわにわん ぶたにく ごま　　あぶら しいたけ

ぶたバラとごぼうのキムチに ぎゅうにゅう　 こめ　　こんにゃく にんじん　ごぼう

26 火 ごはん かぶのみそしる 671 22.9 ぶたにく　あぶらあげ さとう　あぶら にら　かぶ　ねぎ

うめじそふりかけ あかみそ　しろみそ キムチ

フルーツヨーグルト ぎゅうにゅう こめ　　　　おしむぎ　 にんじん　たまねぎ

27 水 675 19.2 ヨーグルト じゃがいも　はくりきこ にんにく　しょうが

ぎゅうにく はちみつ　　あぶら みかんかん　パインかん

はるさめのエスニックサラダ ぎゅうにゅう スパゲティー　さとう にんじん　あおピーマン

28 木 ナポリタン みかんゼリー 643 22.5 パルメザンチーズ はるさめ　あぶら あかピーマン　きゃべつ

ベーコン　ハム　ウインナー オリーブ油 きゅうり　たまねぎ　トマト

とんかつ ぎゅうにゅう　わかめ こめ　はくりきこ にんじん　もやし　ねぎ

29 金 ごはん もやしのシャキッとあえ 688 20.6 あぶらあげ　 なまぱんこ　さとう だいこん　にんにく

わかめのみそしる しろみそ　あかみそ つぶマスタード　ごまあぶら

※食材料の都合により献立が変更する場合があります。

コロナ禍ではありますが、今年も安心、安全でおいしい給食を作っていきたいと思います。
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　又、明記しきれない食材がある場合がございます。ご承知おきください。

1月７日（木）給食開始
　　　　　　  正月料理・・・赤米ごはん
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1月の予定献立表

赤米･･････悪いことが起きないようにと願う食べ物。

松風焼････鶏ひき肉で作るおせちの定番料理。

なます････紅白なのでお祝い料理にピッタリ！

疲労回復、低カロリーで健康にも良い一品。

おしるこ･･ホット一息ついてください。


