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マセドアンサラダ 662 kcal

25.1 ｇ

豆腐の真砂揚げ 661 kcal

小松菜のごま和え 24.9 ｇ
じゃがいもとわかめの味噌汁

塩肉じゃが 614 kcal

おひたし 25.6 ｇ

コロッケ 662 kcal

ボイルキャベツ 21.5 ｇ

もずくスープ

ポークシチュー 624 kcal

フレンチサラダ 21.7 ｇ

かつおのごまだれ 650 kcal

のっぺい汁 31.3 ｇ

果物(りんご)

卵焼き 629 kcal

小松菜のしらす和え 27.7 ｇ

豆腐の味噌汁

肉だんごの旨煮 650 kcal

おかか和え 22.0 ｇ

チリコンカン 681 kcal

イタリアンサラダ 26.3 ｇ

鰆の竜田揚げ 711 kcal

大豆と切り干し大根の五目煮 32.5 ｇ

すまし汁

はるまき 681 kcal

果物(りんご) 25.3 ｇ

かみかみふりかけ 657 kcal

じゃがいものそぼろ煮 24.5 ｇ

野菜の生姜醤油

のりの佃煮 650 kcal

肉豆腐 28.3 ｇ

じゃこの和風サラダ

ポトフ 702 kcal

オレンジゼリー 22.4 ｇ

白身魚のフライ 623 kcal

ボイル野菜 30.2 ｇ

イタリアンスープ

豆腐ハンバーグ 712 kcal

豚汁 29.0 ｇ

コーンサラダ 719 kcal

オレンジ 20.0 ｇ

和風サラダ 586 kcal

お楽しみデザート 23.5 ｇ

660 kcal

25.7 ｇ

31
月

五目

○

とり肉,油揚げ,いんげ
んまめ,牛乳

うどん,上白糖,油,三温糖,
さつまいも,白玉粉,白ご
ま,揚げ油

にんじん,ねぎ,小松菜,
キャベツ,きゅうり,だいこ
ん

　うどん

28
金

カレーライス

○

とり肉,牛乳 米,おおむぎ,油,じゃがい
も,有塩バター,小麦粉,三
温糖

玉ねぎ,にんじん,しょうが,にんに
く,トマト缶(ホール）,りんご,キャ
ベツ,きゅうり,ホールコーン(冷
凍）,バレンシアオレンジ

27
木

ごはん

○

木綿豆腐,豚ひき肉,た
まご,ぶた肉,赤みそ,白
みそ,調理用牛乳,牛乳

米,おおむぎ,油,パン粉,上
白糖,かたくり粉,じゃがい
も,こんにゃく

玉ねぎ,ほんしめじ,えのき
たけ,ごぼう,だいこん,に
んじん,ねぎ

26
水

丸パン

○

メルルーサ,たまご,
ベーコン,粉チーズ,牛
乳

揚げ油,小麦粉,パン粉,油,
じゃがいも

キャベツ,にんじん,もや
し,玉ねぎ,とうもろこし
(冷凍）,小松菜

25
火

チキンライス

○

ベーコン,とり肉,大豆,
ウィンナー,寒天,牛乳

米,油,じゃがいも,上白糖 玉ねぎ,にんじん,マッシュルー
ム(水煮),ホールコーン(冷凍),
グリンピース,にんにく,キャベ
ツ,オレンジジュース

24
月

ごはん

○

焼きのり,ぶた肉,木綿
豆腐,ちりめんじゃこ,
牛乳

米,おおむぎ,上白糖,油,つ
きこんにゃく,ごま油

にんじん,玉ねぎ,ぶなしめ
じ,チンゲンツァイ,キャベ
ツ,もやし,小松菜

21
金

ごはん

○

ちりめんじゃこ,塩昆
布,花かつお,豚ひき肉,
牛乳

米,おおむぎ,上白糖,白ご
ま,油,じゃがいも,かたく
り粉

しょうが,玉ねぎ,にんじ
ん,干し椎茸,グリンピー
ス,キャベツ,小松菜

20
木

みそラーメン

○

赤みそ,白みそ,ぶた肉,
ベーコン,プロセスチー
ズ,牛乳

蒸し中華めん,油,ラード,
ごま油,じゃがいも,春巻き
の皮,揚げ油

にんにく,しょうが,ねぎ,
にんじん,玉ねぎ,もやし,
キャベツ,にら,りんご

19
水

ごはん

○

さわら,とり肉,大豆,絹
ごし豆腐,生わかめ,牛
乳

米,おおむぎ,かたくり粉,
じゃがいも

切干しだいこん,にんじん,
干し椎茸,さやいんげん,ね
ぎ

18
火

ターメリックライス

○

豚ひき肉,大豆,プロセ
スチーズ,牛乳

米,おおむぎ,有塩バター,
油,三温糖,上白糖

にんにく,玉ねぎ,にんじ
ん,トマト缶,パセリ,キャ
ベツ,セロリー,きゅうり

17
月

ごはん

○

とりひき肉,花かつお,
牛乳

米,おおむぎ,パン粉,かた
くり粉,じゃがいも,揚げ
油,油,上白糖,白ごま

玉ねぎ,にんじん,干し椎
茸,たけのこ(水煮),さやえ
んどう,キャベツ,小松菜

豚ひき肉,たまご,しら
す干し,絹ごし豆腐,油
揚げ,白みそ,赤みそ,牛
乳

米,おおむぎ,白ごま,油,上
白糖,ごま油

にんじん,玉ねぎ,干し椎
茸,グリンピース,小松菜,
もやし,えのきたけ,ねぎ

14
金

わかめごはん

○

にんにく,しょうが,にんじ
ん,玉ねぎ,マッシュルーム
(水煮),キャベツ,きゅうり

13
木

ごはん

○

かつお,とり肉,絹ごし
豆腐,牛乳

米,おおむぎ,小麦粉,かた
くり粉,揚げ油,上白糖,白
ごま,じゃがいも,こんにゃ
く

にんにく,しょうが,ごぼ
う,にんじん,だいこん,り
んご

米,おおむぎ,油,じゃがい
も,小麦粉,乾燥パン粉,揚
げ油,三温糖,かたくり粉

玉ねぎ,キャベツ,にんじ
ん,えのきたけ,ねぎ

12
水

ガーリックトースト

○

ぶた肉,牛乳 食パン,有塩バター,油,
じゃがいも,小麦粉,上白
糖,三温糖

11
火

ごはん

○

とりひき肉,絹ごし豆
腐,もずく,牛乳

10
月

ツナそぼろご飯

○

まぐろ缶詰,とりひき
肉,ぶた肉,牛乳

米,おおむぎ,三温糖,油,つ
きこんにゃく,じゃがいも,
上白糖

7
金

ごはん

○

木綿豆腐,とりひき肉,ち
りめんじゃこ,干ひじき,
たまご,油揚げ,生わかめ,
白みそ,赤みそ,牛乳

6
木

スパゲティミートソース

○

豚ひき肉,粉チーズ,牛
乳

スパゲッティ,油,小麦粉,
じゃがいも,上白糖

令和３年５月　献立表

日 主食
牛
乳

おかず
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

ｴﾈﾙｷﾞｰ

たんぱく質

にんにく,しょうが,玉ね
ぎ,にんじん,マッシュルー
ム(水煮),トマト缶,きゅう
り,ホールコーン(冷凍）

神宮前小学校

にんじん,玉ねぎ,小松菜,
もやし,ねぎ

米,おおむぎ,かたくり粉,
揚げ油,三温糖,白ごま,
じゃがいも

にんじん,ごぼう,しょう
が,さやいんげん,玉ねぎ,
干し椎茸,小松菜,もやし

誕生日
給食


