
日・曜 エネルギー たんぱく質

キロカロリー グラム

6 ご飯 かしわもち 鶏肉、卵 ごはん/かしわもち 玉葱、人参、ごぼう 濃口醤油、薄口醤油

親子煮 出し昆布、削り節 砂糖 ねぎ、干し椎茸 酒

木 いそ和え のり ごま ほうれん草、キャベツ、胡瓜、人参 しょうゆ、みりん

7 黒糖パン かまぼこ 黒糖パン 人参、きゃべつ、玉葱 醤油、薄口醤油、鶏豚湯、酒

ちゃんぽん 豚肉 ちゃんぽんめん、油 もやし、ねぎ、きくらげ、ホールコーン 塩、こしょう、中華味

金 フルーツ杏仁 杏仁豆腐 グラニュー糖 みかん缶、パイン缶、バナナ、もも缶、

10 ご飯 ピーマンと蒟蒻の炒り煮 豚肉 ごはん/ごま、ごま油、砂糖、油 ピーマン、こんにゃく、人参 醤油、酒

千草焼き 卵、かまぼこ 砂糖 玉葱、人参、ｲﾝｹﾞﾝ、干し椎茸 薄口醤油、みりん

月 味噌汁 煮干し、味噌、油揚げ キャベツ、玉葱、ねぎ、えのき

11 いなりずし すしあげ ごはん、砂糖 酢、みりん、塩

棒々鶏サラダ とりささみ きゃべつ、人参、もやし 棒々鶏ドレッシング、酒、醤油、みりん

火 若竹汁 豆腐、わかめ、出し昆布、削り節 玉ねぎ、筍、人参、小ねぎ 薄口醤油、酒、塩

12 ココア揚げパン ココア コッぺパン、砂糖、油

かりかりサラダ 大豆 キャベツ、胡瓜、枝豆、人参 和風ドレッシング、薄口醤油

水 パスタスープ ベーコン じゃがいも、スパゲティ、油 玉葱、人参、しめじ、パセリ ブイヨン、塩、こしょう

13 ご飯 茎わかめのきんぴら 茎わかめ、さつまあげ ごはん／砂糖、ごま、ごま油、油 人参、ごぼう、いんげん、こんにゃく みりん、醤油、酒

きびなごのカリカリフライ きびなごのカリカリフライ（冷） 油 カレー粉、塩、こしょう

木 すまし汁 かまぼこ、だし昆布、削り節 麩 玉葱、人参、ねぎ 塩、薄口醤油、みりん

14 ミルクパン ミルクパン

ナポリタンスパゲティ ウインナー スパゲティ、オリーブ油 人参、玉葱、マッシュルーム、トマト缶、ピーマン、にんにく ケチャップ、ハヤシルー、塩、こしょう、赤ワイン、ブイヨン

金 イタリアンサラダ きゅうり、きゃべつ、人参、ホールコーン イタリアンドレッシング、薄口醤油

17 そぼろごはん きざみのり 鶏ひき肉、卵/きざみのり ごはん、砂糖、油 生姜、枝豆 しょうゆ、さけ、しお、みりん

そくせきづけ 塩こんぶ きゅうり、きゃべつ、人参 うすくちしょうゆ

月 はんぺんのすましじる はんぺん、出し昆布、削り節 ねぎ、玉ねぎ、人参、えのき うすくちしょうゆ、さけ、みりん

18 ご飯 ごぼうの煮つけ 豚肉 ごはん/砂糖、ごま、油 ごぼう、人参、こんにゃく、いんげん 醤油、酒、みりん

ちくわのいそべ揚げ ちくわ、青のり 小麦粉、油

火 味噌汁 油揚げ、味噌、煮干し じゃがいも 人参、ねぎ、玉ねぎ、小松菜

19 黒糖パン 黒糖パン 玉葱、人参、青梗菜 塩、こしょう、薄口醤油

野菜ラーメン 豚肉、鶏豚湯 ラーメン麺（冷）、油 もやし、きくらげ、ホールコーン 中華味、酒、醤油

水 ごま酢和え 錦糸卵 砂糖、ごま キャベツ、人参、きゅうり 薄口醤油、りんご酢

20 麦ご飯 赤味噌、米味噌 麦ごはん 人参、白ねぎ、玉葱、にんにく 酒、醤油、ｵｲｽﾀｰｿｰｽ

豆腐、豚ひき肉 でんぷん、砂糖、油 たけのこ、干ししいたけ、生姜 中華味、豆板醤

木 ナムル 砂糖、ごま、ごま油 もやし、ほうれん草、人参 醤油、酢

21 食パン いちご＆マーガリン 鶏肉　　 食パン/いちご＆マーガリン 玉葱、人参、ほうれん草

牛乳、生クリーム じゃがいも、油、バター、小麦粉 白いんげん豆のピューレ、クリームコーン缶 塩、こしょう、ブイヨン、白ワイン

金 シーフードサラダ 海藻ミックス、えび、いか キャベツ、人参、きゅうり ﾊﾞﾝﾊﾞﾝｼﾞｰﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ、薄口醤油、酒

24 五目ごはん 鶏肉、油揚げ ごはん/油、砂糖 人参、ごぼう、こんにゃく、干し椎茸、枝豆 醤油、酒、みりん、薄口醤油

野菜炒め 豚肉 油 人参、ホールコーン、きゃべつ、もやし 塩、こしょう、酒、薄口醤油

月 味噌汁 豆腐、わかめ、味噌、煮干し 玉葱、しめじ

25 ご飯 オレンジジュース ごはん 醤油、ケチャップ、酢

酢豚 豚肉 砂糖、でんぷん、油 玉葱、人参、たけのこ、ピーマン、生姜、にんにく 酒、薄口醤油

火 ワンタンスープ 鶏豚湯 ワンタン 人参、もやし、きくらげ、玉葱、青梗菜 塩、酒、薄口醤油、中華味

26

水

27 ご飯 アセロラゼリー ごはん/アセロラゼリー カレールー、ブイヨン、ケチャップ

ポークカレー 豚肉 じゃがいも、油 玉葱、人参、りんごピューレ、にんにく ソース、塩、こしょう、赤ワイン

木 野菜サラダ 鶏ささみ キャベツ、人参、きゅうり、黄パプリカ サウザンアイランドﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ、薄口醤油

28 ピザトースト シーチキン、チーズ 食パン、油 玉葱、マッシュルーム、ピーマン、ホールコーン ピザソース、塩、こしょう

ベーコン 油 キャベツ、玉葱、人参、しめじ、パセリ ブイヨン、塩、こしょう、白ワイン

金 きらきらフルーツ カクテルゼリー みかん缶、パイン缶、バナナ、もも缶、

29 ピタパン オレンジジュース ピタパン 玉ねぎ、人参、セロリ、枝豆 ケチャップ、赤ワイン、ブイヨン、ソース

チリコンカーン 豚ひき肉、大豆 油 トマトピューレ 塩、こしょう、チリソース、ナツメグ

土 コールスローサラダ ロースハム キャベツ、胡瓜、人参 コールスロードレッシング、薄口醤油

30

にち
31

月

牛
乳
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体　育　大　会

３０　日　の　代　休

２９　日　の　代　休

牛
乳

935 26.9

牛
乳

736 25.6野菜スープ

牛
乳

764 29.1

牛
乳

799 30.2

牛
乳

747 28.9麻婆豆腐

牛
乳

806 29.7コーンクリームシチュー

牛
乳

827 27.5

牛
乳 721 31

牛
乳

820 28.6

牛
乳

775 32.9

牛
乳

834 24.3

牛
乳

767 27.3

牛
乳

766 31.4

牛
乳

764 29.6

３日　憲法記念日　　　　４日　みどりの日　　　　５日　こどもの日　

牛
乳

845 31.9

牛
乳

772 29.2

令和３年５月 芙蓉校

献　立　名

材料名　（変わることがあります） 栄養量

おもに体をつくるもとになる(赤）
おもにエネルギーのもとにな

る(黄）
おもに

体の調子を整えるもとになる（緑）
調味料

献 立 表

お誕生
献立

まごわやさしい献立の日


