
令和 3 年 5 月      島原市立第四小学校

栄養価
エネルギー
たんぱく質

主食･牛乳 ぎゅうにゅう はちみつパン

とりにく ほうれんそう たまねぎ にんじん おおふくまめ

だいず きんときまめ

おかず ベーコン パセリ にんにく じゃがいも あぶら

主食･牛乳 ぎゅうにゅう わかめ ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ こめ　むぎ
はんぺん たまご ほうれんそう たまねぎ にんじん でんぷん

おかず ししゃも こむぎこ あぶら
おかず にんじん きゅうり
主食･牛乳 ぎゅうにゅう こめ

はんぺん わかめ ねぎ たまねぎ えのきたけ

おかず ぶたにく ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ たまねぎ こんにゃく さとう あぶら
果物 ミニトマト
主食･牛乳 ぎゅうにゅう はいがパン

ぎゅうにく チーズ にんじん たまねぎ ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ スパゲティ

トマト にんにく
おかず にんじん キャベツ ﾊﾟｲﾅｯﾌﾟﾙ あぶら

主食･牛乳 ぎゅうにゅう こめ
とりにく にんじん こんにゃく ごぼう じゃがいも
あつあげ ぼうてん ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ れんこん さとう

おかず たまご さとう　でんぷん あぶら
おかず わかめ にんじん きゅうり さとう
主食･牛乳 ぎゅうにゅう コッペパン

ベーコン だっしふんにゅう にんじん　パセリ とうもろこし たまねぎ じゃがいも

おかず さけ こむぎこ　パンこ あぶら
おかず キャベツ ﾉﾝｴｯｸﾞﾀﾙﾀﾙｿｰｽ ﾉﾝｴｯｸﾞﾀﾙﾀﾙｿｰｽ

主食･牛乳 ぎゅうにゅう むぎ　こめ
とりにく だっしふんにゅう にんじん ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ たまねぎ じゃがいも

りんご にんにく ｶﾚｰﾙｳ
おかず にんじん とうもろこし キャベツ さとう あぶら

主食･牛乳 ぎゅうにゅう こめ
とうふ　みそ わかめ ねぎ たまねぎ
あぶらあげ

おかず ぎゅうにく ピーマン キャベツ たまねぎ さとう ごま
あかみそ しょうが にんにく にんにく

主食･牛乳 ぎゅうにゅう たまごパン
ぶたにく にんじん　ねぎ きくらげ もやし ラーメン ごまあぶら

おかず ぶたにく にんじん たけのこ　たまねぎ ｷｬﾍﾞﾂ　たけのこ こむぎこ　はるさめ あぶら　でんぷん

主食･牛乳 ぎゅうにゅう こめ

ぶたにく にんじん　ねぎ たまねぎ もやし ワンタン ごまあぶら

おかず とりにく にんにく しょうが にんにく でんぷん　さとう あぶら　ごま　ごまあぶら

おかず ほうれんそう にんじん さとう ごまあぶら

主食･牛乳 ぎゅうにゅう しょくパン

温食 ベーコン だいず にんじん ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ たまねぎ じゃがいも

おかず ハム きゅうり
おかず チーズ ﾉﾝｴｯｸﾞﾏﾖﾈｰｽﾞ
主食･牛乳 ぶたにく ぎゅうにゅう にんじん はくさいキムチ ピーマン むぎ　こめ ごま
温食 とうふ　とりにく わかめ ねぎ　しいたけ たまねぎ たけのこ

おかず とりにく　ぶたにく たら たまねぎ こむぎこ　でんぷん さとう　パンこ

おかず にんじん もやし さとう ごまあぶら　ラーゆ

主食･牛乳 ぎゅうにゅう こめこパン

温食 はんぺん わかめ ねぎ たまねぎ うどん

おかず ごぼう さとう アーモンド　あぶら 22.1
主食･牛乳 ぎゅうにゅう こめ
温食 ぶたにく あつあげ にんじん　ねぎ こんにゃく しいたけ さといも

おかず とりにく みそ ピーマン たまねぎ でんぷん あぶら　さとう

主食･牛乳 ぎゅうにゅう ﾊﾟｰｶｰﾊｳｽﾊﾟﾝ
温食 ベーコン ぎゅうにゅう にんじん　パセリ たまねぎ ごぼう こむぎこ マーガリン

マッシュルーム マッシュルーム

おかず ぶたにく とりにく たまねぎ さとう でんぷん

おかず キャベツ

主食･牛乳 ぎゅうにゅう むぎ　こめ

温食 あぶらあげ　みそ ぶたにく にんじん　ねぎ だいこん こんにゃく じゃがいも

おかず いわし さとう でんぷん

おかず キャベツ ごま

主食･牛乳 ぎゅうにゅう むぎ　こめ

温食 たちうお とうふ にんじん　ねぎ たまねぎ

おかず いとより とうふ にんじん えだまめ たけのこ さとう　でんぷん あぶら

おかず ぶたにく てんぷら にんじん ごぼう　もやし こんにゃく　しいたけ さとう

※　献立は、予定ですので、学校行事や物資購入等の都合により､急に変更する場合があります。よろしくお願いします。

※　４・５月分の給食費は、５月６日（木）に引き落としますので、よろしくお願いします。

学校給食予定献立表
日付
曜日 献

こん

　　立
だて

　　名
めい 主　な　働　き　と　材　料　名

体
からだ

をつくるもとになる 体の調子を整
からだ　ちょうし　　ととの

えるもとになる エネルギーのもとになる

6 はちみつパン　ぎゅうにゅう
まめとやさいのスープ
ジャーマンポテト

652
温食

(木) 22.4

7 グリンピースごはん(むぎごはん)
ぎゅうにゅう　かきたまじる
ししゃもフライ　とさあえ　かしわもち

695
温食

(金) 24.7

10
ぶたどん（ごはん）　ぎゅうにゅう
じゃがだんごじる　ミニトマト

630温食

(月) 21.0

11 はいがパン　ぎゅうにゅう
スパゲティミートソース
キャベツとパインのサラダ

631
温食

(火) 24.0

12 ごはん　ぎゅうにゅう
ちくぜんに　あつやきたまご
きゅうりとわかめのすのもの

650温食

(水) 24.7

13 フィッシュサンド（コッペパン　サーモンフ
ライ　キャベツ　ノンエッグタルタルソー
ス）　ぎゅうにゅう　コーンスープ

704
温食

(木) 25.9

14 チキンカレー（むぎごはん）
ぎゅうにゅう
ドレッシングサラダ

631
温食

(金) 20.0

17
ごはん　ぎゅうにゅう
みそじる　やきにく

632
温食

(月) 19.9

18 たまごパン　ぎゅうにゅう
ラーメン
はるまき　きゅうりのなんばんづけ

698
温食

(火) 25.5

19 しょくいくのひのメニュー
(ざいりょうをみてメニューを
かんがえましょう)

688
温食

(水) 25.3

20 セルフサンド(しょくパン　ハム　きゅうり
チーズ　ノンエッグマヨネーズ）
ぎゅうにゅう
ポークビーンズ

691

(木) 30.5

21 キムチチャーハン(むぎごはん)
ぎゅうにゅう
わかめスープ　シュウマイ
もやしのなんばんづけ

611

(金)
25.5

24

春季運動会代日
(月)

25 こめこパン　ぎゅうにゅう
わかめうどん
ごぼうナッツ

601

(火)

26 ごはん　ぎゅうにゅう
ぬっぺじる
とりにくとレバーのみそがらめ

697

(水) 28.3

27 パーカーハウスパン　ぎゅうにゅう
ごぼうのクリームスープ
ハンバーグ　キャベツ

632

(木) 25.3

28 むぎごはん　ぎゅうにゅう
ぶたじる
いわししょうがに　そくせきあえ

622

(金) 21.5

31 ごはん　ぎゅうにゅう
つみれじる
ごもくあげどうふ　うらかみそぼろ

667

(月) 21.9


