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あか きいろ みどり エネル
ギー たんぱく質

ちやにくやほねになる ねつやちからになる からだのちょうしをととのえる
（kcal) (ｇ)

わかたけじる とりにく　だいず　 こめ　むぎ　さとう　 グリンピース わかめ たけのこ

きゅうりとわかめのすのもの とうふ　ぎゅうにゅう　 あぶら ごま　もち にんじん しいたけ ねぎ 631.0 21.5

かしわもち かまぼこ（かつお・こんぶ） たまねぎ　きゅうり

しらたまだんごじる ぎゅうにゅう　ちくわ　とうふ こめ　むぎ　さとう　あぶら　 にんじん たまねぎ ねぎ ごぼう

さかなのカレーなんばん あげ　ホキ しらたま　でんぷん しいたけ いんげん もやし 666.0 27.2

いんげんのごまあえ （にぼし） こむぎこ　ごま

ぶたじる ぎゅうにゅう　ぶたにく こめ　むぎ　ごま　さといも にんじん ごぼう だいこん ねぎ

くろだいのごまネーズやき あつあげ　くろだい　みそ こんにゃく しめじ しいたけ たまねぎ 635.0 25.8

シモンドレッシングあえ （にぼし） キャベツ きゅうり コーン

やきビーフン ぎゅうにゅう　ぶたにく パン ビーフン あぶら しょうが たまねぎ にんじん

ぎょうざ ちくわ きくらげ もやし キャベツ 609.0 24.5

ミニトマト ミニトマト

けんちんじる ぎゅうにゅう　とりにく こめ　むぎ　さとう しいたけ にんじん ごぼう ねぎ

にくづめいなり あつあげ　あげ さといも　こんにゃく キャベツ きゅうり　コーン 627.0 25.3

かぼすあえ （にぼし） かぼす

ポークビーンズ ぎゅうにゅう　ぶたにく パン じゃがいも さとう たまねぎ にんじん きゅうり

ホキのフライ ベーコン　だいず　ホキ　 あぶら キャベツ コーン 621.0 30.1

コールスローサラダ ハム

とうふサラダ ぶたにく　だいず　ちりめん こめ　むぎ　さとう たまねぎ にんじん しめじ

てづくりりんごゼリー ぎゅうにゅう　とうふ じゃがいも ごまあぶら ごま にんにく コーン　きゅうり 665.0 21.0

ラビオリスープ ウインナー　ぎゅうにゅう パン　ラビオリ にんじん たまねぎ パセリ

アスパラとツナのサラダ ベーコン ツナ キャベツ アスパラガス コーン 626.0 24.8

クリームシチュー ぎゅうにゅう　とりにく パン　バター　さとう にんじん たまねぎ きゅうり

チキンナゲット アーモンド じゃがいも コーン キャベツ　パプリカ 696.0 26.1

イタリアンサラダ こむぎこ

もずくじる ぎゅうにゅう　とりにく　 こめ さとう あぶら いんげん しいたけ にんじん

かみかみサラダ とうふ　だいず　ちりめん ごぼう たまねぎ もずく ねぎ 624.0 25.0

みかんかじゅう ハム　ちくわ（かつお・こんぶ） きゅうり キャベツ みかんかじゅう

ふしそうめんじる ぎゅうにゅう　とうふ　ちくわ こめ　むぎ　さとう えのきたけ にんじん しいたけ

なんかんあげのたまごとじ とりにく　たまご　なんかんあげ ふしそうめん　じゃがいも ねぎ たまねぎ 630.0 23.7

あじのり のり　（かつお・こんぶ） でんぷん ほうれんそう　のり

とうふとわかめのみそしる ぎゅうにゅう　とうふ　あげ こめ　むぎ　あぶら にんじん たまねぎ えのきたけ

まだいのみぞれかけ まだい　みそ（にぼし） でんぷん　さとう　ごま しいたけ ねぎ わかめ だいこん 661.0 28.4

こうみあえ つぼづけ キャベツ きゅうり

はるさめスープ ぎゅうにゅう かまぼこ ハム パン　はるさめ　あぶら にんじん はくさい たまねぎ

ししゃもフリッター ぶたにく　とりにく　 さとう しいたけ キャベツ 577.0 23.3

チーズサラダ ししゃも　チーズ コーン

ピリッとにくじゃが ぎゅうにゅう　ぶたにく こめ じゃがいも つきこんにゃく たまねぎ にんじん たけのこ

いりこナッツ あつあげ　だいず　いりこ さとう あぶら カシューナッツ いんげん しょうが 726.0 26.2

ごますあえ ごま にんにく きゅうり キャベツ

しんたまねぎのかきあげうどん ぎゅうにゅう　かまぼこ パン　うどん　あぶら にんじん えのきたけ ねぎ

ひじきサラダ とりにく　（かつお・こんぶ） こむぎこ　でんぷん　ごま たまねぎ ひじき 575.0 18.2

キャベツ きゅうり

ごじる ぎゅうにゅう　あげ　とりにく こめ さとう あぶら さといも ひじき にんじん いんげん ねぎ

かぼちゃフライ だいず　かつおぶし　ぶたにく だいこん ごぼう きゅうり 691.0 25.3

だいこんのうめサラダ みそ　（にぼし） コーン　かぼちゃ

スーミータン ぎゅうにゅう　たまご こめ　むぎ　あぶら にんじん たまねぎ ねぎ もやし

スタミナどん ぶたにく でんぷん さとう コーン ピーマン　パプリカ 607.0 22.3

チンゲンサイ キャベツ なす

わかめスープ ぎゅうにゅう　とうふ こめ　むぎ　あぶら わかめ にんじん たまねぎ

とりのからあげ かまぼこ　とりにく でんぷん はるさめ ごまあぶら しいたけ しょうが にんにく 624.0 25.2

ちゅうかサラダ ハム さとう もやし きゅうり

※都合により、献立や食材が変更になる場合がございます。ご了承ください。

【５月】学校給食献立予定表 小学校

ひ よう しゅしょく
ぎゅう
にゅう

おかず

おもなざいりょう えいようりょう

2 げつ ピースそぼろごはん

3 か けんぽうきねんび

4 すい みどりの日

5 もく こどもの日

6 きん むぎごはん

9 げつ むぎごはん

10 か ミルクパン

11 すい むぎごはん

12 もく まるパンカット

13 きん カレーライス

16 げつ てづくりウインナーパン

17 か アーモンドトースト

18 すい とりごぼうごはん

19 もく むぎごはん

20 きん むぎごはん

23 げつ ふりかえきゅうぎょうび

24 か ココアパン

25 すい しろごはん

26 もく こめこいりにんじんパン

27 きん ひじきごはん

30 げつ むぎごはん

31 か ちゃめし

～たまなのあじ～ 

☆天草宝島お魚給食☆ 


