
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）

ポトフ ぎゅうにゅう こめ たまねぎ　コーン　トマトかん

2 月 587 18.2 ウインナー じゃがいも セロリー　ピーマン

とりにく オリーブあぶら にんじん　キャベツ

3 火

4 水

5 木

きゃべつメンチカツ ぎゅうにゅう　ぶたにく こめ　おおむぎ　あぶら たまねぎ　キャベツ

6 金 ごはん ミニトマト（２粒） 696 25.6 とうふ　 パンこ　はくりきこ ミニトマト　こまつな

こまつなのみそしる あかみそ　しろみそ にんじん　ねぎ

ハッシュドポーク ぎゅうにゅう こめ　おおむぎ　あぶら たまねぎ　にんじん

9 月 わふうサラダ 652 20.4 ぶたにく はくりきこ　さとう にんにく　マッシュルーム

キャベツ　きゅうり　だいこん

ちゅうかスープ ぎゅうにゅう　 ちゅうかめん にんじん　キャベツ　

10 火 563 19.8 ぶたにく　なると でんぷん　あぶら ピーマン　コーン　たまねぎ

ちくわ チンゲンサイ　ねぎ

あじフライ ぎゅうにゅう　 こめ　はくりきこ　パンこ ゆかり　きゅうり

11 水 ポテトサラダ 645 28.1 あじ　とうふ　あぶらあげ あぶら　じゃがいも　さといも にんじん　ごぼう　

けんちんじる ノンエッグマヨネーズ　こんにゃく だいこん　ねぎ

ゴロゴロやさいのスープ ぎゅにゅう　ベーコン こどもパン れんこん　にんじん　レモンじる

12 木 なつみかんゼリー 668 28.0 とりにく　 あぶら　さとう たまねぎ　だいこん

かんてん　ゼラチン キャベツ　みかんかん

とりねぎどんのぐ ぎゅうにゅう　 こめ　おおむぎ　でんぷん ごぼう　ねぎ　きゅうり

13 金 きゅうりのなんばんづけ 691 27.7 とりにく　きざみのり さとう　ごまあぶら にんじん　はくさい

すましじる わかめ かぶ　こまつな

ホイコーロー ぎゅうにゅう　とりにく こめ　おおむぎ　あぶら にんにく　ねぎ　キャベツ

16 月 ごはん はるさめスープ 710 26.8 ぶたにく ごまあぶら　でんぷん ピーマン　はくさい

みかん１／2 なると はるさめ　さとう しいたけ　なつみかん

さけのしおやき ぎゅうにゅう　さけ こめ　おおむぎ こまつな　キャベツ

17 火 ごはん いそのかあえ 635 23.0 きざみのり　ぶたにく さといも　こんにゃく もやし　にんじん

こんさいじる さとう　 ごぼう　ねぎ　

すぶた ぎゅうにゅう こめ　おおむぎ ピーマン　にんじん

18 水 ごはん とりにくとキャベツのスープ 648 16.7 ぶたにく　とりにく でんぷん　あぶら たまねぎ　たけのこ　にら

さとう しいたけ　キャベツ　ねぎ

みそラーメンのしる ぎゅうにゅう ちゅうかめん にんじん　キャベツ  もやし

19 木 インドサモサ 688 24.5 ぶたにく　 ごまあぶら　じゃがいも コーン　たまねぎ　にら

あかみそ　 はくりきこ　ぎょうざのかわ しょうが　にんにく

わかめスープ ぎゅうにゅう こめ　ごまあぶら にんじん　キムチ　キャベツ

20 金 フルーツかんてんゼリー 658 19.3 ぶたにく　とりにく あぶら　さとう こまつな　にら　みかんかん

かんてん　わかめ ねぎ　しょうが　ももかん

23 月

ごもくうどんのしる ぎゅうにゅう　こんぶ うどん ねぎ　しいたけ　

24 火 うどん とりにくのからあげ 639 23.5 わかめ　なると でんぷん　あぶら にんにく　しょうが

とりにく

ちくわとごぼうのあまだれどん ぎゅうにゅう　かんてん こめ　おおむぎ　でんぷん ごぼう　しょうが　だいこん

25 水 さいかみそしる 692 19.4 ちくわ　きざみのり　わかめ あぶら　ごまあぶら　 にんじん　

りんごゼリー あかみそ　しろみそ こんにゃく　さとう りんごジュース

とりにくのしおこうじやき ぎゅうにゅう こめ　　ごまあぶら えだまめ　もやし

26 木 おひたし 668 24,3 わかめ　とりにく さとう こまつな　にんじん

すましじる かまぼこ　とうふ

ボルシチ ぎゅうにゅう　ベーコン こめ　あぶら たまねぎ　にんじん　パセリ

27 金 633 19.9 ぶたにく　いんげんまめ バター　じゃがいも マッシュルーム　トマトかん

さとう ピーマン　キャベツ　コーン

みそそぼろどんのぐ ぎゅうにゅう　ぶたにく こめ　おおむぎ　 こまつな　ピーマン

30 月 だいこんのレモンあえ 672 27.1 とうふ　あぶらあげ　 あぶら　さとう　じゃがいも ごぼう　ねぎ　レモンじる

とんじる あかみそ　しろみそ こんにゃく　 だいこん　きゅうり　キャベツ

チキンカレー ぎゅうにゅう　とりにく こめ　おおむぎ　あぶら たまねぎ　マッシュルーム

31 火 きりぼしだいこんのサラダ 702 15.1 ひじき　ツナフレーク じゃがいも　はくりきこ にんじん　きりぼしだいこん

さとう　はちみつ キャベツ　きゅうり　コーン
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いつも手洗い、消毒にご協力いただきましてありがとうございます。

カラフル
ピラフ

憲法記念日

みどりの日

こどもの日

※食材料の都合により、献立を変更する場合がございます。

安心安全な給食時間を過ごしていただく為にも、引き続きご協力お願いします。




