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8 水
冷やしきつね

うどん
ポテトの重ね焼き
空豆

7 火 中華ちまき
もやしときゅうりのｻﾗﾀﾞ
ちんげん菜と卵のｽｰﾌﾟ
美生柑

牛乳、鶏肉、油揚げ、ﾍﾞｰ
ｺﾝ、ﾁｰｽﾞ

玉ねぎ、にんじん、しょう
が、ねぎ、こまつな、ﾊﾟｾ
ﾘ、そら豆

うどん、さとう、ﾊﾞﾀｰ、じゃ
がいも 622 29.2

しょうが、しいたけ、たけのこ、
きゅうり、もやし、玉ねぎ、にん
じん、しめじ、ちんげん菜、美
生柑

もち米、ごま油、ごま、さ
とう、でんぷん 602 23.0

牛乳、ぶた肉、えび、ﾍﾞｰ
ｺﾝ、鶏卵

10 金 セサミトースト
ポークビーンズ
糸こんにゃくサラダ

9 木 五目とりめし
小あじの南蛮漬け
けんちん汁

牛乳、豚肉、大豆 ｾﾛﾘ、玉ねぎ、にんじん、
しめじ、ｷｬﾍﾞﾂ、きゅうり

食パン、ﾏｰｶﾞﾘﾝ、さとう、
ごま、じゃがいも、バ
ター、小麦粉、ごま油 712 26.8

にんじん、しいたけ、ごぼ
う、いんげん、しょうが、
ねぎ、だいこん

米、さとう、でんぷん、ご
ま油、じゃがいも 632 25.5

牛乳、鶏肉、油揚げ、小
あじ、豆腐

14 火 ごはん
おかかのふりかけ

いかの七味焼き
舟きゅうり　みそ汁

13 月 麦入りごはん
マスの南部焼き
からしあえ　いなか汁

牛乳、いか、みそ、豆腐 にんにく、しょうが、ね
ぎ、きゅうり、たまねぎ、
わかめ

米、押し麦、ごま、ごま
油、さとう、じゃがいも、
七味唐辛子 593 29.8

しょうが、ｷｬﾍﾞﾂ、にんじ
ん、もやし、こまつな、だ
いこん、わかめ

米，押し麦、ごま、さとう、
じゃがいも 629 28.2

牛乳、ﾏｽ、油揚げ、み
そ、豆腐

16 木
ふきとわかめの

ごはん
肉じゃが
ごま酢あえ

15 水
スパゲティ
海の幸ソース

じゃがいものﾊﾆｰｻﾗﾀﾞ
美生柑

牛乳、油揚げ、豚肉 ふき、玉ねぎ、にんじん、し
いたけ、いんげん、もやし、
きゅうり、わかめ

米、ごま、さとう、じゃが
いも 607 20.4

ｾﾛﾘ、にんにく、玉ねぎ、にんじ
ん、ﾎｰﾙﾄﾏﾄ、ﾋﾟｰﾏﾝ、ｷｬﾍﾞﾂ、
きゅうり、美生柑

ｽﾊﾟｹﾞﾃｨ、油、小麦粉、ﾊﾞ
ﾀｰ、じゃがいも、はちみ
つ 713 26.6

牛乳、豚肉、えび、いか

20 月 おかかごはん
和風厚焼き卵
ごまあえ　みそ汁

17 金 ミルクパン
魚のﾊｰﾌﾞﾊﾟﾝ粉焼き
粉ふきいも　冷凍みかん
キャベツスープ

牛乳、鶏肉、鶏卵、豆
腐、みそ

玉ねぎ、にんじん、しいたけ、
いんげん、ｷｬﾍﾞﾂ、もやし、こま
つな、わかめ

米、ごま、油、さとう

646 28.6

ﾊﾟｾﾘ、にんにく、玉ねぎ、に
んじん、しょうが、ｷｬﾍﾞﾂ、こ
まつな、冷凍みかん

ﾐﾙｸﾊﾟﾝ、パン粉､ｵﾘｰﾌﾞ
油、じゃがいも 595 27.0

牛乳、ﾒﾙﾙｰｻ、ﾁｰｽﾞ、豚
肉

22 水
チンジャオ
ロース丼

もやしサラダ
メロン

21 火 ジャンバラヤ
卵とわかめのスープ
青のりビーンズ

牛乳、豚肉 しょうが、にんにく、玉ねぎ、た
けのこ、にんじん、ｷｬﾍﾞﾂ、ﾋﾟｰ
ﾏﾝ、もやし、きゅうり、ﾒﾛﾝ

米、油、さとう、でんぷ
ん、くず粉、ごま油、ごま 601 20.3

にんにく、ｾﾛﾘ、玉ねぎ、ﾎｰﾙﾄ
ﾏﾄ、赤ﾋﾟｰﾏﾝ、ﾋﾟｰﾏﾝ、にんじ
ん、ねぎ、わかめ

米、ﾊﾞﾀｰ、油、でんぷ
ん、ごま油 613 25.8

牛乳、ﾊﾑ、ﾁｮﾘｿｰ、え
び、鶏肉、鶏卵、大豆

24 金 カレーライス
大豆入りサラダ
小玉すいか

23 木
冷やし
中華そば

ベイクドポテト
美生柑

牛乳、豚肉、大豆 にんにく、しょうが、ｾﾛﾘ、玉
ねぎ、にんじん、ｷｬﾍﾞﾂ、
きゅうり、小玉すいか

米、油､ﾊﾞﾀｰ、小麦粉、
じゃがいも、ﾏﾝｺﾞｳﾁｬﾂ
ﾈ、さとう、ごま 750 21.7

きゅうり、にんじん、もや
し、美生柑

中華めん、油、さとう、ご
ま、練りごま、じゃがい
も、ﾊﾞﾀｰ 630 28.1

牛乳、鶏卵、ﾊﾑ、みそ

686 29.7

ﾆﾝﾆｸ、ｾﾛﾘ、玉ねぎ、にんじ
ん、ﾋﾟｰﾏﾝ、ﾎｰﾙﾄﾏﾄ、しょうが、
もやし、ねぎ、こまつな、みか
ん缶

ｺｯﾍﾟﾊﾟﾝ、ﾏｰｶﾞﾘﾝ、油、小
麦粉、わんたんの皮、さ
とう 579 22.3

29 水 ごはん
いかのﾚﾓﾝｿｰｽあえ
中華ｻﾗﾀﾞ　卵ｽｰﾌﾟ

28 火
チリビーンズ
サンド

わんたん汁
つぶつぶｵﾚﾝｼﾞｾﾞﾘｰ

牛乳、豚肉、大豆

30

31

チャーハン

牛乳、豚肉、いか、鶏卵 ﾚﾓﾝ、ｷｬﾍﾞﾂ、きゅうり、に
んじん、玉ねぎ、たけの
こ、こまつな

米、油、でんぷん、さと
う、ごま、ごま油、じゃが
いも

ごはん
鯖のピリ辛焼き
おひたし　豚汁

牛乳、さば、豚肉、みそ、
豆腐

しょうが、ｷｬﾍﾞﾂ、にんじ
ん、もやし、こまつな、だ
いこん、ねぎ

米、さとう、でんぷん、ご
ま、ごま油、じゃがいも、
七味唐辛子 655 28.6

ししゃものごま焼き
春雨スープ

牛乳、豚肉、鶏卵、ししゃ
も、ﾍﾞｰｺﾝ

しいたけ、ねぎ、にんじん、チン
ゲン菜、にんにく、しょうが、玉
ねぎ、もやし、こまつな

米、油、ごま油、小麦粉、
ごま、春雨、でんぷん 695 27.8木

金

５月のこんだて

※5月２８日（火）に第１回目の給食費の引き落

としがあります。前日までに入金をお願いいた

します。

1回ごとの引き落としに、手数料54円(50円+

消費税）がかかります。
風薫る、すがすがしい季節になりました。新年度が始まってひ

と月、新しい生活にも慣れてきたころでしょうか。この時期は

「五月病」という言葉があるように、それまで張りつめていた緊

張感がとけ、気持ちが沈んだり、やる気がでなかったりすること

があります。これを防ぐには、ゆっくりお風呂につかったり、家族

団らんの時間をつくるなど、リラックスできる時間をつくること

や、朝・昼・夕の１日３回、規則正しい食事を心がけ、生活リズムを

ととのえることが大切です。


