
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 ごはん とりにく　えいようだし　あぶらあげ　 こめ　ごま　でんぷん　あぶら しょうが　にんじん　だいこん　キャベツ　

金 とりからあげ とうふ　みそ　おしゃべりみそ　 じゃがいも　さとう えのき　ねぎ　しいたけ　たまねぎ 23.0ｇ 16.9g

はるキャベツのみそしる ぶたにく　なまあげ　ぎゅうにゅう しらたき 290mg 1.8g

12 ごはん さばみそに　ぶたにく こめ　じゃがいも にんじん　だいこん　ごぼう　こんにゃく

月 さばみそに とうふ　あぶらあげ　みそ　 さとう　ごま ねぎ　こまつな　しいたけ　 23.9g 20.5g

とんじる さつまあげ　ぎゅうにゅう きりぼしだいこん　 343mg 1.9g

13 ごはん ぶたにく　とりにく　 こめ　ごまあぶら しょうが　ねぎ　しいたけ　ごぼう　にんじん　

火 ぶたしょうがやき ぎゅうにゅう すいとん　あぶら　でんぷん だいこん　こんにゃく　ほうれんそう　たまねぎ　 21.1g 19.7g

すいとんじる レアチーズいちご キャベツ　もやし　コーン  ピーマン　あかピーマン　 262mg 1.6g

14 ミルクロールパン たまご　ウインナー　チーズ パン　じゃがいも　 たまねぎ　にんじん　キャベツ　アスパラ

水 ウインナーエッグ ぶたにく　ツナ マカロニ　ドレッシング ほうれんそう　きゅうり　コーン 24.3g 21.4g

ＡＢＣスープ ぎゅうにゅう あかピーマン　マッシュルーム 351mg 1.8g

15 ごはん いか　あぶらあげ　とうふ こめ　でんぷん　あぶら　 レモン　なめこ　きぬさや　ねぎ　

木 いかレモンソース みそ　わかめ　ぶたにく　がんも じゃがいも　さとう にんじん　だいこん　しいたけ　こんにゃく 23.3g 16.2g

しんじゃがとなめこのみそしる ぎゅうにゅう 292mg 1.9g

16 ちゅうかめん かいせんチヂミ　ぶたにく ちゅうかめん　あぶら にんにく　にんじん　キャベツ　もやし

金 かいせんチヂミ なると　ジョア　にぼし あんにんどうふ ねぎ　きくらげ　にら　コーン 18.0ｇ 12.6g

タンメンスープ みかん　おうとう　パイン 377mg 2.4g

19 ごはん にくだんご　ぶたにく　とりにく こめ　ごまあぶら にんにく　にんじん　だいこん　キャベツ

月 にくだんご ちくわ　ぎゅうにゅう あぶら　さといも　さとう えのき　ねぎ　ごぼう　こんにゃく 18.1g 16.4g

ぶたにくのねぎしおじる ぶどうゼリー れんこん　 303mg 1.6g

20 ごはん あじみそフライ　 こめ　あぶら ごぼう　にんじん　だいこん　こんにゃく

火 あじみそフライ とりにく　みそ　かまぼこ さとう　ごま こまつな　ねぎ　ほうれんそう　 20.2g 17.7g

とりごもくじる ぎゅうにゅう もやし　しめじ　あかピーマン　 408mg 1.5g

21 テーブルロールパン ぶたにく　ぎゅうにく　だいず パン　パンこ　あぶら　こめこ　 たまねぎ　ピーマン　あかピーマン　りんご

水 あっぴいちゃんのハンバーグ スキムミルク　たまご　ぎゅうにゅう じゃがいも　なまクリーム にんじん　マッシュルーム　コーン　キャベツ　 23.1g 18.8g

こめこシチュー とりにく　ウインナー　 しろいんげんまめ　さとう ほうれんそう　にんにく　エリンギ　ブロッコリー 325mg 1.9g

22 ごはん さけ　みそ　ぶたにく　 こめ　ごまあぶら　さとう　 しょうが　ねぎ　にんじん　たけのこ　

木 さけてりやき たまご　ぎゅうにゅう ラーゆ　ごま
はくさい　もやし　ほうれんそう
にんにく　　しいたけ

22.9g 17.1g

すいぎょうざスープ すいぎょうざ たまねぎ　キャベツ　きくらげ　にら 288mg 1.7g

23 げんまいいりごはん ぶたにく　スキムミルク こめ　はつがげんまい　じゃがいも にんにく　しょうが　たまねぎ　にんじん

金 ポークカレー ひじき　ツナ ひよこまめ　カレールウ　ごまあぶら　 えだまめ　もやし　きゅうり　あかピーマン 18.7g 16.6g

ツナとひじきのサラダ ぎゅうにゅう あぶら　さとう　ドレッシング　ごま レモン　きよみオレンジ 　 278mg 1.3g

26 ごはん ぶたにく　わかめ　しらす こめ　さとう ごぼう　しらたき　たまねぎ　しめじ

月 ぶたどんのぐ かつおぶし　 とうにゅうパンナコッタ えのき　グリンピース　こまつな　 21.3g 16.6g

しらすわかめあえ ぎゅうにゅう キャベツ　にんじん 416mg 1.7g

27 ごはん とりにく　たまご　 こめ　でんぷん　あぶら たまねぎ　りんご　にんじん　しいたけ　えのき

火 ささみなんばん ぶたにく　ぎゅうにゅう ごまあぶら　さとう コーン　チンゲンサイ　しょうが　にんにく　 25.3g 16.5g

レンホアタン マロニー　ごま れんこん　にら　あかピーマン　きピーマン 247mg 1.6g

28 キラリもちむぎごはん ぶたにく　とうふ　だいず　 こめ　キラリもちむぎ にんにく　しょうが　しいたけ　にんじん　

水 フライドスイートポテト ハム　きんしたまご さつまいも　あぶら　さとう たけのこ　にら　ねぎ　もやし 17.2g 16.6g

マーボーどうふ ぎゅうにゅう でんぷん　ごまあぶら　ごま　 きゅうり　 383mg 1.5g

30 うどん ぶたにく　あぶらあげ　かまぼこ うどん　さとう　 しいたけ　にんじん　しめじ　

金 こえびのかきあげ ヨーグルト　ぎゅうにゅう ゼリー　ナタデココ こまつな　ねぎ　 18.8g 14.2g

きつねうどんじる こえびのかきあげ あぶら パイン　みかん　おうとう　 323mg 2.1g

基準栄養量 エネルギー　  490kcal ＊材料の都合により　 エネルギー 499kcal

たんぱく質 　　15～24g 献立を変更することがあります。 たんぱく質 21.2g

脂　　質　　   10～16g 脂　　質 17.1g

カルシウム　　  290mg カルシウム 325mg

塩　　分　  　   1.5g 塩　　分 1.8g

　　　　　　　　　　　　　　　じゃがいもの花→

499kcal

＊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。

たまごとキャベツのちゅうかいため

○

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。

501kcal

ブロッコリーソテー

○

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。

ごまあえ

ふりかけ

〇

〇

赤ピーマンは、ピーマンが熟して赤
くなったもので、苦みが少なく食べ
やすいのが特徴です。匝瑳市は、
赤ピーマンの産地です。

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。

【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

507kcal

だいこんとがんものにもの

フルーツあんにん

かみかみにぼし
ジ

ョ
ア

○

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。

494kcal

ツナとアスパラのサラダ

○

レアチーズいちご

○

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。

518kcal

にくやさいいため

○

入園・進級おめでとうございます。
今年度も、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。

536kcal

きりぼしだいこんに

〇

505kcal

にくじゃがに
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牛
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お　も　な　材　料　と　そ　の　働　き
一　口　メ　モ

エネルギー

とうにゅうパンナコッタ

○

491kcal

きよみオレンジ

○

503kcal

○

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。

509kcal

プルコギいため

○
食器・食具は、
もとのカゴに
もどしましょう。

516kcal

ちゅうかふうあえもの

○

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。

477kcal

ヨーグルトあえ

ごもくうまに

ひとくちぶどうゼリー

★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。

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。

482kcal

475kcal

482kcal


