
旬野菜のカレー 　牛乳 837 kcal
月 甘夏かんサラダ 24.5 g

ちまき

3 火

4 水

5 木

米粉パン　ジャム 　牛乳 841 kcal
金 なすのミートグラタン 　野菜と豆乳スープ 31.8 g

一口ゼリー
麦ごはん　　漬け物 　牛乳 837 kcal
酢豚 　ラーパァツァイ 27.1 g

ごはん 　牛乳 794 kcal
魚の香味焼き 　豚汁 35.2 g
切り干し大根の煮付け
肉うどん 　牛乳 820 kcal
おかか和え 　卵ドーナツ 31.3 g
果物（冷凍みかん）
アラスカごはん 　牛乳 804 kcal

33.2 g
アーモンド和え 　すまし汁
ロコモコ 　牛乳 844 kcal
フレンチポテト 　野菜スープ 35.2 g

麦ごはん　　ふりかけ 　牛乳 793 kcal
28.1 g

果物（清美オレンジ）
ごはん 　牛乳 819 kcal
赤魚のチリソースかけ 　そえ野菜 28 g
春雨スープ 　ゼリー

843 kcal
ポテトフレンチサラダ 　トマト 28 g
米粉のカップケーキ
麦ごはん 　牛乳 816 kcal
マーボーどうふ 　ばんさんすう 32.3 g

鮭ごはん 　牛乳 826 kcal
含め煮 　すまし汁 32.2 g

ふわふわ丼 　牛乳 772 kcal
かみかみサラダ 32.1 g
果物（キウイ）
ごはん 　牛乳 826 kcal

31.7 g
牛乳入り卯の花 　みそ汁
ジャージャー麺 　牛乳 828 kcal
中華サラダ 30.2 g
フルーツ杏仁
ごはん　　　漬け物 　牛乳 811 kcal

30.2 g
のっぺい汁
オムライス 　牛乳 835 kcal
マカロニスープ 30.3 g
ヨーグルト

考査 ピリ辛豚丼 　牛乳 819 kcal
ごまじゃこサラダ 32.5 g
わかめスープ 　果物（冷凍りんご）

考査 ごはん　　のり 　牛乳 805 kcal
まぐろのスタミナ揚げ 　白和え 41.2 g
かきたま汁

まぐろなどのEPA・DHAの多い魚は、脳の働きを活発にし
て記憶力UP。17:30

しぼり豆腐　ひじき　昆布　卵 ねぎ　えのき　玉ねぎ 三温糖31 火
牛乳　のり　まぐろ　白みそ しょうが　ほうれん草　こんにゃく　にんじん 米　天ぷら油　でん粉　ごま

米　サラダ油　コーン　じゃが芋　マカロニ

今日から考査が始まりました。豚肉には集中力や、記憶力
UPするビタミンB郡がたっぷり♡17:30

キャベツ　エリンギ　にら　冷凍りんご

チキンライスを卵でくるみました。お楽しみに　(^_^)vオムライスシート キャベツ

30 月
牛乳　豚肉　ちりめん　わかめ　ベーコン しょうが　にんじん　ごぼう　ねぎ　玉ねぎ 米　麦　ごま油　ごま　三温糖　じゃが芋

27 金 18:20

牛乳　とり肉　ベーコン　ヨーグルト ケチャップ　玉ねぎ　にんじん　パセリ

26 木 18:20

牛乳　太刀魚　こうや豆腐　厚揚げ つぼ漬け　ごぼう　にんじん　小松菜　しめじ 米　サラダ油　上白糖　三温糖　里芋 「太刀魚」細長く平たい銀色の魚で姿が「太刀（たち）」
に似ているのでこの名がついています。2㍍になるものもい
ます。

太刀魚（たちうお）の塩焼き　　青菜の卵とじ ねぎ すりごま　

25 水 18:20

牛乳　焼き豚　大豆　豚肉　赤みそ キャベツ　しょうが　ねぎ　たけのこ　もやし 中華めん　ごま油　三温糖　でん粉 日本で食べる「ジャージャー麺」は、少し甘口に味付けさ
れています。本場中国では、豆みそや、トウバンジャンで
味付けされた辛いものです。

中みそ　 きくらげ　にんじん　玉ねぎ　チンゲンサイ 上白糖　じゃが芋　サラダ油

フルーツ杏仁

24 火 18:20

牛乳　さわら　油あげ　おから　 ねぎ　ごぼう　にんじん　玉ねぎ　　にら 米　天ぷら油　サラダ油　三温糖
〈旬の食べ物　さわら〉　鰆と書きます。瀬戸内の春を代
表する魚です。新茶の衣で、さらに春らしく♪

さわらのお茶葉入り天ぷら 赤みそ　中みそ　わかめ じゃが芋

23 月 18:20

牛乳　とり肉　卵　絞り豆腐　きざみのり にんじん　きゅうり　だいこん　ごぼう　 米　麦　ごま　ごま油　麩　三温糖

麩（ふ）と卵のふわふわの食感を楽しんでくださいね♪するめ キウイフルーツ 上白糖　サラダ油

20 金 18:20

牛乳　がんもどき　平天　とり肉　豆腐 いんげん　たくあん　しょうが　アラスカ　こんにゃく 米　ごま　三温糖　じゃが芋　サラダ油 〈旬の食べ物　じゃが芋〉新じゃがのおいしい季節です。
じゃが芋は、地下の茎が大きくなったものです。根っこ
じゃないよ。

紅鮭フレーク 干ししいたけ　ごぼう　にんじん　玉ねぎ　みつば　

えのき

19 木 18:20

牛乳　赤みそ　豚肉　豆腐　錦糸卵 しょうが　葉ねぎ　にんじん　きゅうり 米　麦　ごま油　三温糖　はるさめ
給食のマーボー豆腐は、野菜もたっぷり入って栄養満点で
す。

茎わかめ　 干ししいたけ　玉ねぎ　たけのこ　キャベツ でん粉　上白糖　

果物（美生柑）

18 水 18:20

シーフードスパゲッティ　 　牛乳　 牛乳　ホタテ　えび　いか　ベーコン 玉ねぎ　にんじん　マッシュルーム　パセリ ソフトめん　じゃが芋　コーン　小麦粉
シーフードスパゲッティには、えび・白いか・ベビーホタ
テ貝が入っています。おいしいですよ♪

キャベツ　きゅうり　トマト バター　生クリーム　サラダ油　上白糖

米粉のカップケーキ

17 火 18:20

牛乳　赤魚　ベーコン トマト　ケチャップ　ねぎ　しょうが　キャベツ 米　三温糖　ごま油　でん粉　天ぷら油

【クイズ】赤魚ってどこが赤いの？　①身　②皮　③骨にんじん　玉ねぎ　きくらげ　にら 春雨　コーン　アセロラゼリー

16 月 18:20

牛乳　牛肉　さくらえび　焼き豆腐　わかめ ゆかり　こんにゃく　にんじん　ごぼう　玉ねぎ 米　麦　じゃが芋　三温糖　サラダ油 〈旬の食べ物　桜えび〉体は透明ですが甲に赤い色素を多
く保持し透き通ったピンク色に見えることからこの名前が
つきました。

すき焼き　　　　　キャベツと桜えびの酢の物 はくさい　ねぎ　キャベツ　清美オレンジ 黒砂糖　ふ　すりごま　上白糖

13 金 18:20

牛乳　牛肉　豚肉　卵　ベーコン 玉ねぎ　ケチャップ　トマト　エリンギ　パセリ 米　パン粉　サラダ油　じゃが芋　コーン ロコモコは、ハワイのファストフードが、発祥といわれま
す。ご飯にハンバーグ・目玉焼きをのせてソースをかけた
ものです。

にんじん　キャベツ ビーフルウ

【クイズ１】日本で初めてのペットボトルは何の容器だったでしょ
う？　　①コーラ　②水　③しょうゆ

かまぼこ　花かつお ごぼう　小松菜　キャベツ　冷凍みかん

うどん　黒砂糖　ドーナツ　天ぷら油

米　もちごめ　アーモンド　上白糖　 えんどう豆は、熟しきらないうちに収穫します。やわらか
く甘みがあります。「アラスカ」とは、グリンピースの種
類。

若どりの金山寺みそ焼き ゆば こぶ　 もやし　玉ねぎ　にんじん　みつば　12 木 18:20

牛乳　若どり　金山寺みそ　とうふ アラスカ　しょうが　ねぎ　キャベツ　小松菜

11 水 18:20

牛乳　牛肉　油あげ　こぶ　 干ししいたけ　玉ねぎ　ねぎ　にんじん

10 火 18:20

牛乳　あじ　油揚げ　中みそ　赤みそ ねぎ　しょうが　切り干し大根　にんじん　いんげん 米　ごま　サラダ油　三温糖　さつまいも
切り干し大根は、大根をお日様に干したものです。お腹の
掃除をする〔食物せんい〕がたっぷり含まれています。

豚肉 こんにゃく　ごぼう　だいこん

パセリ　玉ねぎ　トマトピューレ　なす　キャベツ 米粉パン　ジャム　コーン　サラダ油
手作りのグラタンです。一つ一つていねいに作りました。
なすが苦手な人もきっと大丈夫　(^_^)v

ミックスチーズ マッシュルーム　にんじん　ケチャップ　 じゃが芋　三温糖　ポタージュ　でん粉

9 月 18:20

牛乳　豚肉 たくあん　生きくらげ　しょうが　はくさい　きゅうり 米　麦　ごま油　三温糖　天ぷら油

6 18:20

牛乳　牛肉　大豆　豆乳　ベーコン

ラーパァツァイ漢字で書くと「辣白菜」。はくさいを辛み
がきいた甘酢で和えました。

ケチャップ　玉ねぎ　にんじん　ピーマン でん粉　小麦粉　サラダ油　じゃが芋

上白糖

「ちまき」もち粉などを茅（ちがや）や笹の葉でくるんで
蒸したもの。平安時代に中国から端午の節句が伝来したと
きにちまきも伝えられた。

しょうが　ごぼう　きゅうり　キャベツ　甘夏かん 上白糖　ちまき

グリーンアスパラガス　

《　憲法記念日　》   日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する日

《 　みどりの日 　》   自然にしたしむとともにその恩恵（ありがたいめぐみ）に感謝し、豊かな心をはぐくむ日

《　 こどもの日　》   こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する。

一口メモ
主に体をつくる 主に体の調子を整える 主に熱や力のもとになる たんぱく質

2 18:20

牛乳　とり肉　 玉ねぎ　にんじん　アップルソース　ケチャップ 米　麦　じゃが芋　サラダ油　カレールウ
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