
4月

日 血や肉になるもの 働く力になるもの 体の調子を整えるもの たんぱく質 脂　質

赤色の食品 黄色の食品 緑色の食品 カルシウム 塩　分

9 ご飯 鮭　みそ　栄養だし　油揚げ 米　ごま油　砂糖　ごま しょうが　ねぎ　人参　大根　キャベツ

金 鮭照り焼き 豆腐　おしゃべりみそ　豚肉 油　じゃが芋　　 えのき　しいたけ　玉ねぎ　しらたき 36.5g 27.1g

春キャベツのみそ汁 生揚げ　牛乳 シュークリーム こんにゃく　 380mg 2.6g

12 ご飯 鶏肉　栄養だし　豚肉　豆腐　 米　でん粉　油　ごま油 玉ねぎ　りんご　人参　大根　ごぼう　

月 チキン南蛮 油揚げ　みそ　さつま揚げ　 砂糖　じゃが芋　ごま こんにゃく　ねぎ　小松菜　しいたけ 35.3g 23.6g

豚汁 牛乳 切干大根　 409mg 2.4g

13 ご飯 いか　鶏肉　豚肉 米　でん粉　油　砂糖 レモン　しいたけ　ごぼう　人参　こんにゃく

火 いかレモンソース 牛乳 すいとん 大根　ほうれん草　ねぎ　玉ねぎ　もやし 33.6g 21.5g

すいとん汁 ウエハース キャベツ　コーン　ピーマン　赤ピーマン　 457mg 2.5g

14 ミルクロールパン ほきタルタルフライ パン　油　じゃが芋　 玉ねぎ　人参　キャベツ　ほうれん草

水 ほきタルタルフライ 豚肉　ツナ マカロニ　ドレッシング　 アスパラ　きゅうり　コーン　 29.9g 30.8g

ＡＢＣスープ 牛乳 アセロラミルクゼリー 赤ピーマン　マッシュルーム 428mg 2.9g

15 ご飯 豚肉　油揚げ　豆腐　みそ　 米　ごま油　じゃが芋　 しょうが　ねぎ　なめこ　絹さや

木 豚生姜焼き わかめ　豚肉　がんも 砂糖 人参　大根　しいたけ　こんにゃく　 33.6g 25.8g

新じゃがとなめこのみそ汁 牛乳 363mg 3.0g

16 中華めん 豚肉　スキムミルク 中華めん　砂糖　ごま油 しょうが　しいたけ　玉ねぎ　白菜　人参

金 菊花シュウマイ なると　錦糸卵　牛乳 でん粉　油　杏仁豆腐 にんにく　キャベツ　もやし　ねぎ　にら 36.8g 26.8g

タンメンスープ 原宿ドッグ きくらげ　コーン　みかん　黄桃　パイン　 733mg 3.9g

19 ご飯 あじみそフライ　豚肉 米　油　ごま油 にんにく　人参　大根　キャベツ　えのき

月 あじみそフライ 鶏肉　ちくわ 里芋　砂糖 ねぎ　ごぼう　こんにゃく　れんこん 30.8g 29.2g

豚肉のねぎ塩汁 牛乳 477mg 2.5g

20 ご飯 豚肉　牛肉　大豆　卵　牛乳 米　パン粉　 玉ねぎ　マッシュルーム　えのき　ごぼう　

火 ハンバーグ和風ソース スキムミルク　鶏肉 砂糖　でん粉　ごま 人参　大根　こんにゃく　小松菜　ねぎ 38.8g 22.0ｇ

鶏五目汁　 みそ　かまぼこ　ヨーグルト　 ほうれん草　もやし　しめじ　赤ピーマン 519mg 2.3g

21 テーブルロールパン 鶏肉　牛乳　 パン　野菜コロッケ　油 人参　玉ねぎ　マッシュルーム　コーン

水 野菜コロッケ ウインナー じゃが芋　米粉　生クリーム　 キャベツ　ほうれん草　にんにく　エリンギ　 27.8g 28.4g

米粉シチュー 白いんげん豆　苺ジャム 赤ピーマン　ブロッコリー　オレンジ 488mg 3.1g

22 ご飯 鶏肉　豚肉　卵　 米　ごま　でん粉　油 しょうが　人参　たけのこ　白菜　

木 ささみ香味揚げ 水餃子　牛乳 ごま油　砂糖 もやし　ほうれん草　にんにく　しいたけ 34.4g 21.6g

水餃子スープ ラー油 玉ねぎ　キャベツ　きくらげ　にら 353mg 2.7g

23 玄米入りご飯 卵　ベーコン　チーズ 米　発芽玄米　油　砂糖 キャベツ　コーン　にんにく　しょうが

金 春キャベツのココット 豚肉　スキムミルク　ひじき じゃが芋　ひよこ豆　ごま油 玉ねぎ　人参　枝豆　もやし　きゅうり　 35.1g 24.1g

ポークカレー ツナ　ジョア ごま　カレールウ　ドレッシング　 赤ピーマン　レモン　 824mg 2.5g

26 ご飯 豚肉　わかめ　しらす 米　落花生　砂糖 ごぼう　しらたき　玉ねぎ　しめじ

月 ゆで落花生 かつお節　 えのき　グリンピース　小松菜　　 36.6g 27.1g

豚丼の具 牛乳　煮干し キャベツ　人参 407mg 2.5g

27 ご飯 さば四川漬け　卵 米　マロニー 人参　しいたけ　玉ねぎ　えのき　コーン

火 さば四川焼き 豚肉　牛乳 でん粉　ごま油 チンゲンサイ　しょうが　にんにく　にら 34.3g 30.9g

レンホアタン 油　砂糖　ごま れんこん　赤ピーマン　黄ピーマン　 296mg 2.4g

28 キラリもち麦ご飯 棒餃子　豚肉　豆腐　大豆 米　キラリもち麦　ごま油 にんにく　しょうが　しいたけ　人参　

水 棒餃子 ハム　錦糸たまご 油　砂糖　でん粉　ごま たけのこ　にら　ねぎ　もやし　きゅうり　 28.7g 19.4g

麻婆豆腐 牛乳 498mg 2.8g

30 うどん えび　いか　ひじき　卵　 うどん　さつま芋　天ぷら粉　 人参　玉ねぎ　枝豆　コーン　　

金 さつま芋のかき揚げ 豚肉　油揚げ　かまぼこ 米粉　油　砂糖　ゼリー しいたけ　しめじ　小松菜　ねぎ 34.1g 28.8g

きつねうどん汁 ヨーグルト　牛乳 ナタデココ　アーモンド パイン　みかん　黄桃 425mg 3.4g

基準栄養量 エネルギー　  830kcal ＊材料の都合により　 エネルギー 846kcal

たんぱく質 　 26～41g 献立を変更することがあります。 たんぱく質 33.7g

脂　　質　　  18～27g 脂　　質 25.8g

カルシウム　　  450mg カルシウム 470mg

塩　　分　  　   2.5g 塩　　分 2.8g

米粉シチューは、千葉県産の米粉
でとろみづけをしています。ホワイト
ルウを使用しないため、ヘルシー
であっさりとしたシチューです。

一年中食べることのできるキャベ
ツですが、季節によって特徴があり
ます。春キャベツは、みずみずしく
柔らかい食感が楽しめます。

ツナとひじきのサラダ

五目旨煮 ○

五目旨煮は、ごぼうやこんにゃくな
ど、かみごたえのある食品を使って
います。よくかむと、満腹感が得ら
れやすく、食べ過ぎを防ぐことがで
きます。

食器・食具は、
もとのカゴに
もどしましょう。

プルコギ炒め

卵とキャベツの中華炒め ○

ジ

ョ
ア

蓮花湯(レンホアタン)は、卵とコー
ンの入った中華スープです。溶き
卵が蓮(はす)の花のように見えま
す。

ごま和え

オレンジ

○

＊栄養だしは、県内産いわし、かつおを燻して粉末にした「天然のだし」です。

＊おしゃべりみそは、市内で無農薬で作られた大豆から作る「手作りみそ」です。

＊米は、市内産を使用します。

　＊４・５月分の給食費の引き落としは、５月３１日（月）です。口座の確認をお願いします。

＊ごはんに黄色い米が混じることがあります。これは炊飯時にビタミンを強化した米を混ぜている為です。

★１５日のクイズの答え★
①なす…じゃがいもは、なすやトマトと同じナス科で、花の形もよく似ています。

835kcal

850kcal

ふりかけ

原宿ドッグ

ブロッコリーソテー

いちごジャム

ヨーグルト

〇

846kcal

大根とがんもの煮物

○

菊花しゅうまいは、豚肉、玉ねぎ、
白菜、調味料を一緒にこねて丸
め、まわりに錦糸卵をまぶして蒸し
ました。

851kcal

フルーツ杏仁

○

826kcal

肉野菜炒め

アセロラミルクゼリー

○

今日のスープは、アルファ
ベットの形をしたマカロニが
入ったコンソメ味の
「ＡＢＣスープ」です。

806kcal

ツナとアスパラのサラダ

牛乳には、骨のもとになるカルシウ
ムが豊富に含まれてます。成長期
は、カルシウムが特に必要になる
ので、毎日牛乳を飲みましょう。

○

841kcal

切干大根煮

肉じゃが煮
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シュークリーム

中華風和え物

○

ココアウエハース

うどんの汁は、昆布とかつお節で
濃いだしをとり、調味料が少なくて
もおいしく食べられるよう工夫して
います。

カレーのかくし味には何を使います
か？給食では、チャツネ、炒めた
まねぎ、ケチャップ、ソース、そして
カルシウムアップのため、スキムミ
ルクを入れています。

　　　　☆地産地消デー☆
今日は、市内や県内産の食材が
多く使用されています。地元でと
れたものを地元で消費することを
地産地消といいます。

900kcal

882kcal

861kcal

【クイズ】じゃがいもと同じ仲間の野
菜は次のうちどれでしょう？
①なす　　　②かぼちゃ
③玉ねぎ

838kcal

881kcal

アーモンド 839kcal

〇ヨーグルト和え

かみかみ煮干し

しらすわかめ和え ○

○

832kcal

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　じゃがいもの花→

○

入学・進級おめでとうございます。
今年度の給食がスタートします。
給食センター職員一同、みなさん
においしい給食を届けられるよう頑
張ります。

○

803kcal


