
◎材料、その他の都合により献立を変更することがあります。 ㋦が付いている献立はぬちまーすを使用しています。

おもに体の組織をつくる おもにエネルギーとなる おもに体の調子を整える
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（木）

29 牛乳､㋦チキンライス､ホキのマスタード焼
き､ブロッコリーサラダ､プルーン

牛乳､鶏肉､ホキ､ツナ 米､油、マヨネーズ

牛乳､麦ごはん､ゆし豆腐汁､㋦からし菜い
ため､くるま麩と鶏肉のだんご

牛乳､ゆし豆腐、みそ､ツ
ナ､ちきあぎ、だんご

米､麦､ふ､油

竹の子､人参､青豆､椎茸､
小松菜､きゅうり､もやし､く
だもの

7

☆学校給食費は、期限内におさめましょう。

（金）

パン､砂糖､ごま､油､でん粉
コーン､玉葱､人参､パセリ､
にんにく､アスパラ

1

牛乳､㋦たけのこごはん､㋦さんまのぬち
まーす焼き､青菜のみそあえ､くだもの

牛乳､鶏肉､油揚げ､さんま､
みそ

米､油､砂糖､ゴマ、マヨネー
ズ

主　な　食　品　と　体　内　で　の　は　た　ら　き
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（金）

牛乳､コッペパン､㋦ポークビーンズスー
プ､カルシウムたっぷりオムレツ､ゴーヤー
サラダ

牛乳､豚肉､豚レバー､大
豆､オムレツ､ツナ

パン､油､じゃがいも､小麦
粉、マヨネーズ

城前小
宮森小

欠食(遠足)

牛乳､セサミトースト､㋦コーンスープ､牛肉
アスパラソテー

牛乳､ベーコン､牛肉

にんにく､人参､ﾋﾟｰﾏﾝ､ﾏｯ
ｼｭﾙｰﾑ､にがうり､もやし､赤
ﾋﾟｰﾏﾝ､ｺｰﾝ､ｼｰｸﾜｰｻｰ

牛乳､㋦和風スパゲティ､ちくわのマヨ焼き､
フルーツ白玉

牛乳､ベーコン､のり､ちく
わ､豆乳ホイップ

スパゲティー､油､もち、マヨ
ネーズ

人参､玉葱､ピーマン､しめ
じ､椎茸､にんにく､パセリ､
もも缶､パイン､ｼｰｸﾜｰｻｰ

8
（金）
11

（月）

ねぎ､生姜､からし菜､人参
12

（火）
牛乳､パーカーパン､㋦ロシアンスープ､照
り焼きチキンパティ､コールスローサラダ､
スライスチーズ

牛乳､ウィンナー､牛肉､豚
肉､レッドキドニー､照り焼き
チキンパティ

パン､油､砂糖､スライス
チーズ、マヨネーズ

にんにく､玉葱､人参､ピー
マン､セロリ､キャベツ､きゅ
うり､コーン､シイクァサー

13
（水）

牛乳､ゆかりごはん､㋦かしわ汁､炒り豆
腐､カエリのりがらめ

牛乳､鶏肉､昆布､みそ､豆
腐､高野豆腐､鶏ひき肉､カ
エリ､あおのり

米､油､じゃがいも､こんにゃ
く､砂糖､ゴマ

冬瓜､人参､ねぎ､椎茸､ｸﾞ
ﾘｰﾝﾋﾟｰｽ､きくらげ

14
（木）

【復帰記念日】
牛乳､㋦クファジューシー､さわらのみそや
き､たこときゅうりの酢の物､くだもの

牛乳､豚肉､ちきあぎ､ひじ
き､油揚げ､さわら､みそ､た
こ､海藻

米､砂糖､油
人参､ごぼう､ねぎ､椎茸､生
姜､きゅうり､大根､くだもの

15
（金）

宮森小
欠食

(代休)

牛乳､麦ごはん､㋦ハヤシライス､ごまじゃ
こサラダ、くだもの

牛乳､牛肉､豚レバー､しら
すぼし

米､麦､油､じゃがいも､でん
粉､ゴマ､砂糖

にんにく､人参､玉葱､ピー
マン､ﾏｯｼｭﾙｰﾑ､トマト､キャ
ベツ､きゅうり、くだもの

18
（月）

【食育の日：福岡がめ煮】
牛乳､黒豆ごはん､㋦がめ煮､ししゃもの香
味やき､くきわかめの佃煮

牛乳､黒豆､鶏肉､ちくわ､し
しゃも､茎わかめ､ひじき、
糸削り

米､里芋､こんにゃく､砂糖､
油､ごま､水あめ

大根､人参､レンコン､ごぼ
う､椎茸､さやいんげん､生
姜

19
（火）

牛乳､食パン､㋦ヌードルスープ､ハンバー
グ､ごぼうサラダ

牛乳､鶏肉､ハンバーグ､蒸
し鶏

パン､油､スパゲティー､ゴ
マ､砂糖、マヨネーズ

マッシュルーム､玉葱､セロ
リ､キャベツ､人参､ごぼう､
小松菜､きゅうり

20
（水）

牛乳､㋦菜の花ごはん､さばのてりやき､ゆ
かりあえ､ヨーグルト

牛乳､わかめ､大豆の華､し
らすぼし､かまぼこ､さば､
ヨーグルト

米､油､砂糖､ゴマ
なばな､人参､青豆､生姜､
大根､小松菜､梅干し

21
（木）

牛乳､㋦野菜沖縄そば､国産天然ぶりフラ
イ､カップもずく

牛乳､豚肉､かまぼこ､ぶり､
もずく

沖縄そば､油
小松菜､キャベツ､にら､人
参､生姜

22
（金）

伊波小
石中
欠食

(代休)

牛乳､もずく丼（麦ごはん・㋦具）､豚汁、黒
糖アガラサー

牛乳､豚肉､豆腐､みそ､も
ずく､牛肉

米､麦､こんにゃく､油､でん
粉､小麦粉､黒糖

大根､人参､小松菜､ごぼう､
生姜､玉葱､からし菜､竹の
子､えのき茸､レーズン

25
（月）

牛乳､麦ごはん､㋦チキンとパパイヤの煮
込み､野菜たっぷり平つくね､モーウイ甘酢
あえ

牛乳､鶏肉､つくね 米､麦､油､砂糖
パパイヤ､人参､玉葱､きくら
げ､ブロッコリー､トマト､モー
ウイ､大根

26
（火）

牛乳､わかめごはん､㋦具だくさんみそ汁､
チキンのからあげ､パイン

牛乳､わかめ､豚肉､豆腐､
みそ、鶏肉

米､油､小麦粉､でん粉
大根､もやし､小松菜､人参､
玉葱､パイン

27
（水）

牛乳､麦ごはん､㋦アーサ汁､人参シリシリ
―､納豆みそ､焼きのり

牛乳､豆腐､ﾎﾟｰｸ､豚肉､卵､
ツナ､納豆､みそ､のり、アー
サ、糸削り

米､麦､油､砂糖 ねぎ､生姜､人参､玉葱､にら
28

（木）

879 33.3 37.2

29.6673

771 26.3 28.5

756 31.5

752 35.3 29.7

23.0 16.1

688

619 29.3 25.4

702 29.2 13.6

20.4 14.1

702

854 29.7 19.0

31.0 21.0

791

5月給食予定献立表

にんにく､人参､玉葱､ﾋﾟｰﾏ
ﾝ､青豆､ﾏｯｼｭﾙｰﾑ､ｺｰﾝ､ﾊﾟ
ｾﾘ､ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ､大根､赤ﾋﾟｰﾏ
ﾝ､ﾌﾟﾙｰﾝ

750 28.3

849 35.3

787 33.7

560


