
栄養量

おもに血や肉、骨を作る おもに熱や力となる おもに体の調子を整える エネルギー

あか きいろ みどり kcal

3 月 憲法記念日

4 火 みどりの日
5 水 こどもの日

コーンクリームコロッケ 牛乳 じゃがいも、小麦粉、パン粉、サラダ油 とうもろこし

南瓜ｻﾗﾀﾞ ハム マヨネーズ 南瓜,胡瓜

ウィンナー ウィンナー

ふきの煮物 さつま揚げ ふき,椎茸　　　パイン

煮魚 鰆 砂糖

なすの田楽 みそ サラダ油 なす、にんじん

小松菜と人参のｱｰﾓﾝﾄﾞｻﾗﾀﾞ ｱｰﾓﾝﾄﾞｽﾗｲｽ,オリーブ油 小松菜,キャベツ,人参,コーン

たまごと豆腐のしんじょ 卵、豆腐、魚のすり身　　　金時豆 砂糖 にんじん、いんげん

焼肉風 豚肉 サラダ油 玉葱,人参,キャベツ,さやいんげん,しょうが

ミートボール照り焼き ミートボール 砂糖

ブロッコリーのナムル風 ごま油,胡麻 ブロッコリー,人参

高野豆腐と鶏肉の揚げ煮 高野豆腐,鶏肉 片栗粉,サラダ油,砂糖 枝豆　　　りんごのｺﾝﾎﾟｰﾄ

11 火 愛情弁当の日（みゆき公園）

さかなの南蛮漬け 鰆 小麦粉,サラダ油,砂糖 玉葱,人参,青ピーマン

ゆでとうもろこし とうもろこし

お豆のサラダ ﾋﾞｰﾝｽﾞﾐｯｸｽ ドレッシング 胡瓜,枝豆

かぼちゃの煮物 砂糖 南瓜

だいこんの味噌汁 みそ 大根、しめじ　　　黄桃

豆腐ハンバーグ　大根和風ソース 豆腐野菜ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ ドレッシング 大根

スパゲティ炒め スパゲティ 玉葱,にんにく

竹の子とｺﾝﾆｬｸの土佐煮 かつお節 こんにゃく 竹の子

いかとハムのマリネ いか,ハム 砂糖,オリーブ油 大根,胡瓜,人参,レモン汁　　　ﾌﾙｰﾂミックス

メンチカツ 豚肉、鶏肉 小麦粉、パン粉、サラダ油 キャベツ、たまねぎ

キャベツサラダ ドレッシング キャベツ,人参

さといものうま煮 鶏ミンチ さといも,こんにゃく,サラダ油,砂糖 人参,玉葱,さやいんげん,しょうが

豆腐のふわふわ蒸し 豆腐、魚のすり身 片栗粉 枝豆　　　洋なし

さわらの西京焼き 鰆,みそ 砂糖 しょうが

卵焼き 卵焼き

がんもの煮物 がんもどき 砂糖

ツナごぼうサラダ ツナ　　　うぐいす豆 マヨネーズ ごぼう,胡瓜,人参,コーン

18 火 愛情弁当の日

豚肉のトマトソース炒め 豚肉 サラダ油,砂糖,片栗粉 人参,玉葱,青ピーマン,しょうが,にんにく

フレンチポテト じゃがいも,サラダ油

豆かりんとう 大豆,ちりめんじゃこ 片栗粉,サラダ油,砂糖,胡麻

マカロニサラダ ハム マカロニ,マヨネーズ 人参,胡瓜

野菜とかぼちゃの味噌汁 みそ　　　チーズ ホウレン草,玉葱,南瓜

ミートボールの甘酢炒め　 ミートボール サラダ油

野菜炒め ﾁﾝｹﾞﾝ菜,人参,玉葱,青ピーマン

しゅうまい しゅうまい

ひじきと枝豆サラダ ひじき,かつお節 ドレッシング 枝豆,コーン,人参,もやし　　　なつみかん

タンドリーチキン 鶏肉,ﾖｰｸﾞﾙﾄ　 マヨネーズ,砂糖 にんにく,しょうが

ほうれん草の炒め物 サラダ油 ホウレン草,人参

小松菜とれんこんのサラダ ツナ ドレッシング れんこん,小松菜,コーン

たこ焼き たこやき、サラダ油 パイン

なすの肉づめフライ 豚肉、鶏肉 小麦粉、パン粉、サラダ油 なす

五目豆 大豆,さつま揚げ こんにゃく,サラダ油 人参,ごぼう,さやいんげん

さっぱりみかんサラダ オリーブ油,砂糖 キャベツ,人参,胡瓜,みかん

ブロッコリー ブロッコリー　　　白桃

25 火 愛情弁当の日

チンジャオロース 豚肉 ごま油,片栗粉 青ピーマン,赤ﾋﾟｰﾏﾝ,竹の子,しょうが,にんにく

揚げぎょうざ ぎょうざ サラダ油

リャンバンスー ハム 春雨,砂糖,ごま油 人参,胡瓜,きくらげ

大豆といりこの飴煮　 大豆,いりこ 片栗粉,サラダ油,砂糖,胡麻

けんちんみそ汁 鶏肉,みそ こんにゃく 人参,ごぼう,ねぎ,椎茸　　　黄桃

みそだれのから揚げ 鶏肉,みそ 片栗粉,サラダ油,砂糖,胡麻

ジャーマンﾎﾟﾃﾄ ウィンナー じゃがいも,バター 玉葱,コーン,にんにく

枝豆 枝豆

胡瓜とｷｬﾍﾞﾂの甘酢和え 胡麻,砂糖 胡瓜,キャベツ　　　洋なし

ミートオムレツ オムレツ

ｽﾊﾟｹﾞﾃｨﾅﾎﾟﾘﾀﾝ スパゲティ,サラダ油 玉葱,青ピーマン,にんにく

ロールキャベツ ﾛｰﾙｷｬﾍﾞﾂ

マリネサラダ ハム　　　チーズ オリーブ油,砂糖 キャベツ,人参,胡瓜

春巻き 春巻き サラダ油

とうもろこしの香り揚げ 魚のすり身 小麦粉、片栗粉、サラダ油 とうもろこし

かにかまと海藻のサラダ　 海藻ミックス,かにかま オリーブ油,砂糖 キャベツ,コーン,レモン汁

マーボー豆腐 豆腐,豚ミンチ,赤みそ ごま油,砂糖,片栗粉　　　杏仁豆腐 玉葱,しょうが,にんにく,グリンピース　　　ﾌﾙｰﾂミックス

31 月
フルーツ
杏仁

228

27 木 洋なし 223

28 金 チーズ 99

24 月 白桃 121

26 水 黄桃 186

20 木 なつみかん 170

21 金 パイン 197

17 月 うぐいす豆 193

19 水 チーズ 217

木
フルーツ
カクテル

121

14 金 洋なし 170

246

12 水 黄桃 232

174

7 金 金時豆煮 179

【お願い】
　　　　ご家庭からのお弁当に“ピック”や“つまようじ”は入れないで下さい。
　　　　近隣の園でも誤飲や、他の子を誤ってついてしまった事例があります！

令和3年　5月給食献立表♪

日 曜日 おかず デザート

材料の種類と働き

6 木 パイン

10 月 りんごの
コンポート

13


