
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

11 ごはん とりにく　えいようだし こめ　 しょうが　にんにく　ねぎ　にんじん　

月 とりいちみやき なまあげ　みそ　 ごまあぶら だいこん　えのき　はくさい　ほうれんそう　 20.1g 15.9g

はくさいのみそしる ぶたにく　ぎゅうにゅう ごま　さとう ごぼう　れんこん　こんにゃく　いんげん 329mg 1.5g

12 ごはん さば　みそ　とりにく こめ　ごまあぶら　さとう しょうが　にんにく　にんじん　

火 さばみそやき とうふ　はなふ　わかめ　 あぶら　でんぷん たまねぎ　こまつな　ねぎ　もやし 20.0ｇ 20.6g

はなふのすましじる ベーコン　ぎゅうにゅう ごま　おいわいゼリー キャベツ　コーン　あかピーマン 304mg 1.7g

13 テーブルロールパン だいず　ぶたにく　スキムミルク パン　パンこ　あぶら たまねぎ　しょうが　しめじ　にんにく　りんご

水 まめいりハンバーグ たまご　ウインナー ニョッキ　ベシャメルソース マッシュルーム　ほうれんそう　コーン　 32.4g 20.7g

ニョッキいりクリームスープ ハム　ぎゅうにゅう さとう　ごまあぶら　なまクリーム にんじん　キャベツ　あかピーマン　きゅうり 342mg 2.0ｇ

14 ごはん いか　ぶたにく　あぶらあげ こめ　でんぷん レモン　ごぼう　にんじん

木 イカレモンソース とうふ　とりにく　ひじき　だいず さといも　あぶら だいこん　こんにゃく　こまつな 23.5g 16.3g

とんじる みそ　さつまあげ　ぎゅうにゅう さとう　 ねぎ　れんこん　 317mg 1.9g

15 キラリもちむぎごはん ぶたにく こめ　キラリもちむぎ にんにく　しょうが　たまねぎ

金 ポークカレー スキムミルク　 あぶら　じゃがいも　 にんじん　キャベツ　ブロッコリー 17.7g 16.1g

チーズサラダ チーズ　ぎゅうにゅう カレールウ　ドレッシング あかピーマン　きゅうり　りんご 297mg 1.5g

18 ごはん ぶたにく　おしゃべりみそ こめ　マロニー　　 しょうが　たまねぎ　りんご　にんじん

月 ぶたみそやき にくだんご　なまあげ ごま　ごまあぶら しいたけ　はくさい　もやし　こまつな 22.5g 18.0ｇ

はくさいとにくだんごのスープ とりにく　にぼし　ぎゅうにゅう さとう　でんぷん きくらげ　ねぎ　にら　あかピーマン 355mg 1.5g

19 ごはん いわしうめに　えいようだし こめ　 にんじん　しめじ　こんにゃく

火 いわしうめに みそ　がんもどき さつまいも　 こまつな　だいこん 23.2g 16.1g

さつまじる ぶたにく　ぎゅうにゅう さとう　 ねぎ　しいたけ 447mg 2.0ｇ

20 ミルクロールパン キャベツメンチ　ぶたにく パン　じゃがいも　なまクリーム にんにく　たまねぎ　　

水 キャベツメンチ だいず　チーズ あぶら　しろいんげんまめ　 にんじん　トマト　きゅうり 19.7g 23.4g

ポークビーンズ ぎゅうにゅう さとう　アーモンド　ドレッシング キャベツ　あかピーマン 280mg 1.8g

21 ごはん あじみりんぼし　 こめ　あぶら にんじん　だいこん　たまねぎ

木 あじみりんぼし ぶたにく　なまあげ さとう　じゃがいも えのき　ねぎ　こまつな 23.9g 15.4g

かきたまじる たまご　ぎゅうにゅう でんぷん　ミルメーク しいたけ　こんにゃく　いんげん 331mg 1.6g

22 ちゅうかめん はるまき ちゅうかめん　 にんにく　にんじん　キャベツ　もやし

金 はるまき ぶたにく　なると あぶら　ゼリー きくらげ　コーン　チンゲンサイ　ねぎ 17.8g 10.1g

タンメンスープ ジョア あんにんどうふ にら　りんご　みかん　おうとう　パイン 762mg 2.4g

25 ごはん とりにく　にくだんご こめ　でんぷん しょうが　にんじん　はくさい　

月 とりからあげ とうふ　あぶらあげ あぶら　さとう えのき　こまつな　ねぎ 20.5g 19.9g

ちゃんこじる さつまあげ　ぎゅうにゅう ごま　 しいたけ　だいこん 324mg 1.6g

26 ごはん さけ　みそ　ぶたにく こめ　マヨネーズ キャベツ　あかピーマン　しょうが　　

火 さけチャンチャンやき わかめ　かまぼこ　のり さとう　バター　あぶら にんにく　にんじん　コーン 22.8g 17.4g

どさんこじる かつおぶし　ぎゅうにゅう じゃがいも　ごまあぶら たまねぎ　こまつな　もやし 284mg 1.6g

27 きなこあげパン きなこ　とりにく　ベーコン パン　あぶら　しろいんげんまめ　 たまねぎ　にんじん　キャベツ　

水 コーンスープ スキムミルク　チーズ じゃがいも　ペンネ　さとう コーン　パセリ　マッシュルーム 15.7g 15.3g

ペンネアラビアータ ぎゅうにゅう　ジョア オリーブゆ　ポタージュ にんにく　エリンギ　トマト　パイン 311mg 1.3g

28 げんまいいりごはん ぶたにく こめ　はつがげんまい　あぶら にんにく　しょうが　しいたけ　

木 マーボーどうふ とうふ　ハム さとう　でんぷん　ごまあぶら にんじん　たけのこ　にら　 18.2g 17.5g

リャンバンサンスー たまご　ぎゅうにゅう はるさめ　ココアワッフル ねぎ　きゅうり　 390mg 1.7g

基準栄養量 エネルギー　  490kcal ＊材料の都合により　 エネルギー 500kcal

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 20.6g

脂　　質　　   10～16g 脂　　質 17.3g

カルシウム　　  290mg カルシウム 362mg

塩　　分　  　   1.5g 塩　　分 1.7g

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。

ニョッキは団子状のパスタの一種
で、小麦粉とじゃが芋の組み合わせ
で作られるイタリア料理です。

513kcal

487kcal

481kcal

★２５日のクイズの答え★
③お相撲さん・・・『ちゃんこ』とは、相撲部屋でお相撲さんが作る料理のことです。
　 お相撲さんは、大きく丈夫な体になるようにしっかりと食事をとります。

きりぼしだいこんに

おいわいゼリー

〇

531kcal

やさいいため

令和4年 予定献立表（ようちえん） 　匝瑳市学校給食センター
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エネルギー

〇

463kcal

ごもくきんぴら

〇

518kcal

ハムコーンあえ

〇

春に旬を迎えるひじきには、骨の材
料となるカルシウムや腸をきれいに
する食物繊維が豊富に含まれてい
ます。

508kcal

ひじきに

今年度、最初のカレーは「ポークカ
レー」です。色々な種類のカレーが
登場するのでお楽しみに。

493kcal

りんご 〇

成長期は、カルシウムが特に必要に
なります。牛乳や乳製品は、カルシ
ウムが豊富なだけでなく吸収率がよ
いという特徴があります。

485kcal

なまあげのピリからいため

かみかみにぼし

〇

★地産地消デー★
今日は、市内産や県内産の食材を
多く使用した献立です。年間を通じ
て米は市内産を使用しています。

500kcal

だいこんとがんものにもの

ふりかけ

〇

534kcal

アーモンドサラダ 〇

ジ

ョ
ア

食べる前には
せっけんで
手を洗おう

503kcal

にくじゃがに

ミルメーク

〇

わかめあえ

〇

〇 今年は日本全国を給食でめぐる『ぐるっ
とグルメ』を開催します。記念すべき第１

回は「北海道」のおいしい料理が登場♪

♪食育クイズ♪
『ちゃんこ』とは、どんな人が作る料
理でしょうか？
①校長先生②おまわりさん③お相
撲さん

給食で人気のラーメン。温かいうち
に食べられるようすばやく準備しま
しょう。

フルーツあんにん

ジ

ョ
ア

イタリアのパスタソース「アラビアー
タ」は、唐辛子とにんにくをきかせたト
マトソースです。給食では唐辛子は
入れずににんにくをきかせています。

461kcal

パイン

〇
食器・食具は、
もとのカゴに
もどしましょう。

523kcal

＊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（火）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。

ココアワッフル

日本一周！ぐるっとグルメ


