
日 あかのなかま みどりのなかま きいろのなかま 調味料 行事

曜日 体をつくるもとになる 体の調子を整えるもとになる エネルギーのもとになる （28品目対応食品） ひとことメモ

むぎごはん こめ　むぎ　きょうかまい

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

とりにくのてりやき とりにく しょうが さとう しょうゆ

ごもくきんぴら さつまあげ　だいず ごぼう　にんじん　こんにゃく　さやいんげん あぶら　さとう しょうゆ

だいこんのみそしる とうふ　わかめ　みそ だいこん　しめじ　こまつな　ねぎ

オレンジ オレンジ

はちみつパン はちみつパン

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

かつおフライ かつおフライ（小麦・大豆） あぶら

カラフルサラダ ツナ
ブロッコリー　カリフラワー　アスパラガス
きゅうり　にんじん　きパプリカ

ゆずかつおドレッシング

かぶとかまぼこいりスープ ベーコン　かぶとちらしかまぼこ
たまねぎ　にんじん　えのきたけ　キャベツ
ほうれんそう

スープストック　しょうゆ

こどものひゼリー こどものひゼリー（大豆）

むぎごはん こめ　むぎ　きょうかまい

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

にくやさいいため ぶたにく
にんにく　しょうが　にんじん　キャベツ　もやし
ピーマン

あぶら　さとう
しょうゆ　回鍋肉のたれ（小麦・大豆・
りんご）

シャキシャキやさいのうめあえ わかめ　かまぼこ　かつおぶし きりぼしだいこん　れんこん　きゅうり　うめ ごま　ごまあぶら しょうゆ

たまふのみそしる とうふ　みそ にんじん　えのきたけ　こまつな　ねぎ ふ

こくとうパン こくとうパン

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

ホキのこうそうフライ ホキ　ぎゅうにゅう パセリ　バジル こむぎこ　パンこ　あぶら マジックソルト（ごま）

グリーンサラダ キャベツ　きゅうり　えだまめ　とうもろこし
ブロッコリー

香味玉ねぎドレッシング

ラビオリスープ ぶたにく　ラビオリ（小麦・豚肉・鶏
肉・大豆）

にんにく　にんじん　たまねぎ　しいたけ　もやし
にら

あぶら コンソメ

パインコンポート パインコンポート

むぎごはん こめ　むぎ　きょうかまい

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

いかのフライチリソースかけ いか ねぎ　しょうが　にんにく でんぷん　あぶら　ごまあぶら　さとう
トウバンジャン（小麦・大豆）
しょうゆ

はるさめサラダ ハム きゅうり　キャベツ　にんじん はるさめ　さとう　ごまあぶら しょうゆ　酢

チンゲンサイのスープ なると
たまねぎ　にんじん　えのきたけ　とうもろこし
チンゲンサイ

スープストック　しょうゆ

ひとくちりんごゼリー りんごゼリー（りんご）

ナン ナン

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

マーマレードチキン とりにく にんにく マーマレード しょうゆ

かいそうサラダ かいそう
キャベツ　きゅうり　カリフラワー　とうもろこし
にんじん

青じそドレッシング

カレースープ ぶたにく　スキムミルク
ぎゅうにゅう

しょうが　にんにく　たまねぎ　にんじん
ピーマン　トマト

あぶら　カレールウ
スープストック　ウスターソース
中濃ソース

バナナ バナナ

ぎゅうどん ぎゅうにく たまねぎ　しょうが　にんにく
こめ　むぎ　きょうかまい　あぶら
さとう

しょうゆ　すき焼きのたれ（小麦・大
豆）

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

こんにゃくサラダ こんにゃく　ヤングコーン　きゅうり　もやし
にんじん　ほうれんそう

和風ドレッシング

じゃがいもとキャベツのみそしる わかめ　みそ キャベツ　にんじん　ねぎ じゃがいも

どうぶつチーズ チーズ

きなこあげパン きなこ コッペパン　あぶら　さとう

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

れんこんとごぼうのサラダ
れんこん　ごぼう　キャベツ　きゅうり
えだまめ　にんじん　とうもろこし

コーンクリーミードレッシング

ポークビーンズ ぶたにく　だいず にんにく　にんじん　たまねぎ　しめじ　トマト あぶら　さとう　デミグラスソース コンソメ　中濃ソース

フルーツヨーグルト ヨーグルト　なまクリーム みかんかん　パインかん　ももかん さとう

さんさいごはん あぶらあげ
わらび　みずな　えのきたけ　やまうど　なめこ
たけのこ　にんじん　こんにゃく

こめ　むぎ　きょうかまい
あぶら　さとう

しょうゆ

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

ぶたにくのしょうがやき ぶたにく しょうが　にんにく さとう しょうゆ

かんぴょうとツナのサラダ ツナ
ブロッコリー　にんじん　きゅうり　キャベツ
かんぴょう

さとう　ごまあぶら 酢　しょうゆ

ゆばのすましじる とうふ　ゆば　わかめ えのきたけ しょうゆ

ひゅうがなつ ひゅうがなつ
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献立名

１
(月)

ごぼうは、中国から伝わっ
た野菜です。食物繊維が豊
富で、おなかの調子を整え
てくれる働きがあります。
硬く噛みごたえがあるの
で、よく噛んで食べましょ
う。

ナンは、インドやパキスタ
ンなどで食べられている平
たいパンです。生地を伸ば
して、「タンドール」とい
うつぼ型の釜の内側に張り
付けて、焼きます。
形は国によって大きなぞう
りのようなだ円形や、三角
形、へら型などがあり、と
ころどころ丸く膨らんでい
ます。

麩は、小麦粉をねばりがで
るまでよくこねたあと、水
ででんぷんを洗い流したも
の（グルテン）を、蒸した
り焼いたりして作ります。
料理では、煮物や汁物など
に使われます。エネルギー
のもとになる炭水化物と体
をつくるもとになるたんぱ
く質をふくんでいます。

2
(火)

８
(月)

１２
(金)

９
(火)

香草は、料理に香りを付け
たり臭みを取ったりするの
に使われる、香りのある草
のことです。ホキの香草フ
ライには、パセリとバジル
を使っています。

５月５日はこどもの日で
す。子どもたちが幸せに、
そして元気に成長すること
を願いお祝いする行事で
す。「端午の節句」、「菖
蒲の節句」とも言われ、身
を守る鎧や兜を飾ったり、
こいのぼりを上げたりする
風習があります。今日の給
食のスープには兜の形のか
まぼこが入っていて、ゼ
リーはこいのぼりの形で
す。

１５
(月)

チーズは、牛乳などを固め
てから、水分を抜いて発酵
させたものです。チーズ
1kgをつくるのに、その約
10倍の量の牛乳が必要にな
ります。
同じ量のチーズと牛乳を比
べると、チーズのカルシウ
ムは牛乳の約６倍、たんぱ
く質は牛乳の約７倍もあり
ます。

☆　すこしはやい「こどものひ」きゅうしょく　☆

１１
(木)

はるさめの材料は、じゃが
いもや緑豆などのでんぷん
です。でんぷんを水で練
り、型からめんのように押
し出したものをゆで、乾燥
して作ります。はるさめと
いう名前は、細長く透明な
見た目が「春の雨」に似て
いたことからつけられたと
言われています。

１６
(火)

１７
(水)

きなこ揚げパンは、人気の
高いメニューです。給食セ
ンターでコッペパンを油で
さっと揚げてから、きな粉
と砂糖をまぶしています。

山菜は、山などに自然に生
えている植物のことです。
独特の香りや苦みがありま
す。給食の山菜ごはんに
は、わらび、みずな、山う
ど、たけのこが使われてい
ます。



日 あかのなかま みどりのなかま きいろのなかま 調味料 行事

曜日 体をつくるもとになる 体の調子を整えるもとになる エネルギーのもとになる （28品目対応食品） ひとことメモ

ごもくうどん
とりにく　あぶらあげ　かまぼこ
わかめ

たまねぎ　にんじん　だいこん　しいたけ　ねぎ あぶら　うどん しょうゆ 田富北小　給食なし

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

レモンむしパン ぎゅうにゅう　たまご レモンかじゅう
ホットケーキミックス　はちみつ
あぶら

ほうれんそうのおかかあえ かつおぶし ほうれんそう　キャベツ　にんじん　もやし さとう　ごまあぶら しょうゆ

ぶどうゼリー ぶどうゼリー

むぎごはん こめ　むぎ　きょうかまい

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

あじのたつたあげ あじ しょうが でんぷん　あぶら しょうゆ

あおなのそぼろに とりにく
しょうが　にんじん　とうもろこし　キャベツ
こまつな

あぶら　さとう しょうゆ

とうふとなめこのみそしる とうふ　みそ だいこん　なめこ　ほうれんそう　ねぎ

むぎごはん こめ　むぎ　きょうかまい

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

チキンなんばん（タルタルソース） とりにく レモンかじゅう
こむぎこ　でんぷん　あぶら
さとう　タルタルソース

しょうゆ　酢

キャベツとしおこんぶのあえもの しおこんぶ キャベツ　きゅうり　にんじん　とうもろこし さとう しょうゆ

たまねぎのみそしる なまあげ　みそ たまねぎ　にんじん　しめじ　ほうれんそう

ミルクパン ミルクパン 田富小　給食なし

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

とうふハンバーグ とうふ　とりにく　ぶたにく
スキムミルク　ひじき

たまねぎ　なす　しょうが　にんにく パンこ　さとう　でんぷん しょうゆ

ツナとコーンのサラダ ツナ
もやし　きゅうり　とうもろこし　にんじん
こまつな

香味玉ねぎドレッシング

ポトフ ウィンナー
だいこん　にんじん　たまねぎ　キャベツ
さやいんげん

じゃがいも スープストック

オレンジ オレンジ

むぎごはん こめ　むぎ　きょうかまい

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

めばるのみりんやき めばる さとう しょうゆ

だいこんとあつあげのにもの とりにく　あつあげ だいこん　にんじん　こんにゃく　さやいんげん あぶら　さとう しょうゆ

ほうれんそうのすましじる かまぼこ えのきたけ　にんじん　ほうれんそう しょうゆ

しおラーメン ぶたにく　なると
しょうが　にんにく　にんじん　たまねぎ　きくらげ
とうもろこし　はくさい　チンゲンサイ　ねぎ

ちゅうかめん　あぶら

塩ラーメンスープの素（鶏肉・豚肉・小
麦・大豆・ごま）　塩ラーメンスープデ
ラックス（大豆・豚肉）　鶏がらスープ
中華スープストック

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

はるまき はるまき（小麦・大豆・豚肉） あぶら

かぶのごまずあえ ツナ かぶ　きゅうり　キャベツ　にんじん ごまあぶら　さとう　ごま 酢

ソーダフロートゼリー ソーダフロートゼリー（大豆・ゼラチ
ン）

ハヤシライス ぶたにく　なまクリーム
にんにく　たまねぎ　にんじん　マッシュルーム
りんご

こめ　むぎ　きょうかまい　あぶら
やさいジュース　さとう
ハヤシルウ　デミグラスソース

スープストック

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

ハニーサラダ にんじん　きゅうり　キャベツ　アスパラガス
とうもろこし

はちみつ　あぶら 酢　しょうゆ　粒マスタード（大豆）

フルーツとうにゅうデザート みかんかん　パインかん　ももかん とうにゅうゼリー　ナタデココ

とうふとやさいのあんかけどん ぶたにく　とうふ
たまねぎ　にんじん　しいたけ　キャベツ
チンゲンサイ

こめ　むぎ　きょうかまい　あぶら
でんぷん　ごまあぶら

中華スープストック　しょうゆ 田富北小　給食なし

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

きりぼしだいこんのはりはりづけ かまぼこ きりぼしだいこん　きゅうり　にんじん　もやし ごまあぶら　さとう しょうゆ　酢

こまつなときのこのみそしる あぶらあげ　みそ えのきたけ　しめじ　ねぎ　こまつな

ごまなしミニフィッシュ かたくちいわし

フォカッチャ フォカッチャ

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

ぶたひれにくのパンこやき ぶたにく　たまご　チーズ
マヨネーズ　オリーブオイル
パンこ　あぶら

粒マスタード（大豆）

はなやさいのソテー ウィンナー エリンギ　にんじん　カリフラワー　ブロッコリー あぶら スープストック

コンソメスープ とりにく にんじん　だいこん　キャベツ　ほうれんそう コンソメ　スープストック

あまなつ あまなつ

むぎごはん こめ　むぎ　きょうかまい

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

あげさばのおろしソースがけ さば しょうが　だいこん でんぷん　あぶら　さとう しょうゆ

ほうれんそうともやしのいそかあえ かまぼこ　のり キャベツ　もやし　にんじん　ほうれんそう さとう しょうゆ　酢

かきたまじる とうふ　たまご えのきたけ　たまねぎ　こまつな でんぷん しょうゆ

２４
 (水)

献立名

１８
(木)

レモン蒸しパンは、給食セ
ンターで手作りします。材
料を大きな容器で混ぜ合わ
せて、1つずつカップに入れ
て作っています。

１９
(金)

あじは、高たんぱくで脂質
が少なく、低エネルギーの
魚です。たんぱく質含有量
は、魚の中でもトップクラ
スで、うまみ成分が豊富に
含まています。あじという
名前は、味がよいからつけ
られたと言われています。

２２
(月)

※材料の都合により献立や食材を変更する場合があります。　　

２５
(木)

２６
(金)

ハヤシライスは、牛肉の薄
切りと玉ねぎなどを炒め、
ブラウンソースで煮込み、
ごはんにかけて食べる料理
です。ハッシュドビーフを
日本風にアレンジしたもの
だといわれています。給食
では、牛肉のかわりに豚肉
で作ります。

フォカッチャは、イタリア
の北部地方でローマ時代か
ら作られてきているパンで
す。フォカッチャとは、火
で焼いたものという意味
で、ピザのもとになったと
言われています。パンの焼
きあがりが平らになるよう
に、指のくぼみをつけ、パ
ンの表面にオリーブオイル
をぬって、焼きます。

３１
(水)

さばは、背中の部分が青い
のが特徴の魚で、漢字では
魚に青（靑）いと書きま
す。日本の周りの海では、
「まさば」や「ごまさば」
などがとれます。さばのよ
うに、背中の部分が青い魚
を、「青魚」、「青背の
魚」などと呼びます。

３０
(火)

かぶは、根の部分を食べる
野菜です。ビタミンCのほ
か、でんぷんの消化を助け
るアミラーゼなどの消化酵
素が含まれ、胃もたれや胸
やけを解消し、腸の働きを
整えてくれます。

めばるという名前は、大き
な目を見張るような姿から
つきました。白身魚で、脂
肪が少ないのが特徴です。
春を代表する魚で、たけの
こが出る時期においしくな
ると言われます。「春告げ
魚」とも呼ばれています。

２９
(月)

チキン南蛮は、６０年くら
い前に宮崎県で生まれた料
理で、今では日本中で食べ
られています。衣をつけて
揚げたとり肉に甘酢のたれ
をかけてあります。タルタ
ルソースをのせて食べてく
ださい。

２３
(火)

切り干し大根は、大根を細
く切って、太陽の光に当て
て乾燥させた食べ物です。
干して乾燥させることで長
期間保存ができます。太陽
の光を浴びることで、甘み
が増し栄養も増えます。

ポトフは、フランス語で
「火にかけた鍋」という意
味のフランスの家庭料理で
す。鍋に肉や野菜類、香辛
料を入れて長時間煮こみま
す。


