
3 4 5 6 ②牛乳 7 ②牛乳

①しょくパン＆

メープルゼリー

10 ②牛乳 11 ②牛乳 12 ②牛乳 13 ②牛乳 14 ②牛乳

⑤オレンジ ⑤おちゃめな

④こざかなのつくだに ④ごまマヨネーズあえ ③さばのからししょうゆあげ

④ゆかりあえ

①ﾃｰﾌﾞﾙﾛｰﾙﾊﾟﾝ ③やさいのｽｰﾌﾟに

ねつや力
のもとに
なるもの

①こめ，むぎ③でんぷん，こむぎ
こ，あぶら⑤さつまいも

（むぎごはん，ちゅうかどんぶりのぐ）

①ﾃｰﾌﾞﾙﾛｰﾙﾊﾟﾝ③じゃがいも④
カシューナッツ③④⑤あぶら⑤こ
むぎこ，じょうはくとう，チョコチッ
プ

エネルギーKcal/たん白質ｇ

632/27.3
えいようか

645/26.3629/26.8 610/27.2620/22.0

③にんじん，たまねぎ，キャベツ，
だいこん，えだまめ④ブロッコ
リー，コーン

エネルギーKcal/たん白質ｇ

使
用
食
品

①こめ，むぎ③じゃがいも，ざら
め④ごま，さんおんとう③④あぶ
ら

③うすくちしょうゆ，さけ，さばぶし
だし④す③④こいくちしょうゆ，み
りん

③さけ，しお，こしょう③④うすくち
しょうゆ，みりん，さばぶしだし

③うすくちしょうゆ，さけ，しお，お
ろししょうが⑤にぼしだし，むぎみ
そ

③ﾄﾘｶﾞﾗｽｰﾌﾟ，しろﾜｲﾝ④カレー
こ，おろしにんにく③④うすくち
しょうゆ，しお，こしょう⑤こな
ちゃ，ベーキングパウダー

①バターパン③うどん，あぶら④
さんおんとう，ねりごま，すりご
ま，ノンエッグマヨネーズ

調味料

体の調子
をととのえ
るもの

③にんじん，ごぼう，いんげん，し
いたけ，たけのこ⑤オレンジ

③たまねぎ，キャベツ，チンゲン
サイ，しめじ④きゅうり，もやし，き
りぼしだいこん③④にんじん

体を作る
もとになる
もの

②ぎゅうにゅう③とりにく，ちくわ，
あつあげ④はなかつお，たつくり
にぼし，こんぶ

②ぎゅうにゅう③ぶたにく，あぶら
あげ，さつまあげ

623/24.1
えいようか

ねつや力
のもとに
なるもの 子

　　こ

どもの日
　ひ

調味料

③トリガラスープ，ｹﾁｬｯﾌﾟ，ﾄﾏﾄ
ﾋﾟｭｰﾚ，ｳｽﾀｰｿｰｽ，こいくちしょう
ゆ，あかﾜｲﾝ，みりん④うすくち
しょうゆ③④おろしにんにく，し
お，こしょう

①ﾄﾘｶﾞﾗｽｰﾌﾟ，さけ，おろししょう
が，こしょう，ｵｲｽﾀｰｿｰｽ③ﾄｳﾊﾞﾝ
ｼﾞｬﾝ，す，おろしにんにく①③うす
くちしょうゆ，しお

使
用
食
品

体を作る
もとになる
もの

②ぎゅうにゅう③ぶたにく，だい
ず，ひよこまめ，こなチーズ，スキ
ムミルク④ウィンナー

②ぎゅうにゅう③ぶたにく，イカ，
ムキエビ，うずらたまご

体の調子
をととのえ
るもの

こ
ん
だ
て
め
い

お
ぼ
ん
　
３
・
４
年
生

だいずは，はたけのにくといわれていま
す。からだをつくるもとになるはたらき
があります。

エネルギーKcal/たん白質ｇ エネルギーKcal/たん白質ｇ

620/26.2

ぶたにくとやさいたっぷりのぐだくさん
とんさいうどんです。にくがだいこうぶ
つのひとも，にくのりょうの２ばいくら
いたくさんやさいもたべましょう。

月 火 水 木 金

①こめ，むぎ，でんぷん③さんお
んとう，ごま①③ごまあぶら

やさいやにく，ぎょかいるいなど，いろ
いろなぐがはいったどんぶりものは，え
いようのバランスもよくなります。

④ｳｨﾝﾅｰソテー

憲法記念日
けん　　ぽう　　き　ねん　　び

みどりの日
　ひ

①しょくパン，ﾒｰﾌﾟﾙｾﾞﾘｰ③じゃが
いも，さんおんとう，あぶら④ごま
あぶら

③ポークビーン
ズ

こ
ん
だ
て
め
い

①ちゅうかどんぶり

①バターパン

③もやしのナムル

①むぎごはん

③にんじん，たまねぎ，えだまめ
④こまつな，キャベツ，もやし

③にんじん，たまねぎ，キャベツ，
たけのこ，ﾔﾝｸﾞｺｰﾝ，ﾁﾝｹﾞﾝｻｲ，し
いたけ④きりぼしだいこん，きゅう
り，もやし

①むぎごはん
④ビーフンと
たまごのスープ

④ブロッコリーソテー

ちくぜんにはがめにともいわれるふくお
かのきょうどりょうりです。よせあつめ
るといういうみのほうげん「がめくりこ
む」にゆらいするといわれています。

さばは，にほんのちかくのうみにすむあ
おざかなです。さばのあぶらは，けつえ
きをさらさらにするはたらきもあります
よ。ほねにきをつけてたべましょう。

③とんさい
　　　　うどん

⑤こさんだけの
みそしる①むぎごはん

③ちくぜんに

お
ぼ
ん
　
お
や
す
み

②ぎゅうにゅう③ぶたにく，だい
ず，とうふ④けいらん

エネルギーKcal/たん白質ｇ エネルギーKcal/たん白質ｇ エネルギーKcal/たん白質ｇ

③しいたけ，えだまめ④きくらげ，
レタス，チンゲンサイ③④にんじ
ん，たまねぎ

③ｵｲｽﾀｰｿｰｽ，あかみそ，ﾃﾝﾒﾝ
ｼﾞｬﾝ，ﾄｳﾊﾞﾝｼﾞｬﾝ，ｹﾁｬｯﾌﾟ，こいく
ちしょうゆ④うすくちしょうゆ③④ﾄ
ﾘｶﾞﾗｽｰﾌﾟ

①こめ，むぎ③さんおんとう③④
ごまあぶら，でんぷん

③マーボドウフ

むかし，ちゅうごくのマーおばあさんが
つくったのでマーボドウフといわれるよ
うになったそうです。さむいしせんちほ
うでは，とうがらしをきかせてつくりま
す。

ｶｯﾌﾟｹｰｷ

②ぎゅうにゅう③とりにく，たちう
おつみれ（たちうお）④ｳｨﾝﾅｰ⑤
けいらん，とうにゅう

かごしまのおいしいおちゃを味わ
おう！かごしまは，おちゃのせいさん
日本一。かごしまちゃで，カップケーキ
をつくります！

④キャベツ，きゅうり⑤にんじん，
こまつな，えのきたけ，こさんだけ
④ゆかり（しそ）

②ぎゅうにゅう③さば⑤あぶらあ
げ，わかめ

令和３年

＊ざいりょうのつごうにより、こんだてがへんこうになることがあります。

5月の給食目標

「後かたづけをきちんとしよう」

新緑がまぶしい５月です。新しい学級や学校生活にも少しずつなれてきたことでしょう。

連休明けは，体の調子が今一つという人もいるかもしれません。早寝早起き朝ごはんを心がけ，元気に過ごせるようにしましょう！

・しょっきは、おなじものをかさねましょう。

・はしやスプーンのむきをそろえましょう。

・ごはんやパンばこのなかは、からっぽに

してかえしましょう。

・おぼんはきれいにあらって、おぼんふき

でふきましょう。

・きゅうしょくだいやつくえもきれいにふき

ましょう。

【作り方】

１ 薄力粉、抹茶、ベーキングパウダーはあわせて

ふるう。

２ 卵と上白糖をよくすり混ぜる。

３ ２に豆乳をいれてよくまぜる。

４ ３に１をふるい入れて混ぜる。

５ サラダ油、チョコチップを混ぜる。

６ カップに流して１２～１５分蒸す。

＊オーブンで焼いてもいいですよ。

【お茶めなカップケーキ】１個分
薄力粉 １８ｇ

抹茶 １ｇ

ベーキングパウダー ０．５ｇ

上白糖 １３g

卵 １８ｇ

豆乳もしくは牛乳 ５ｇ

サラダ油 ３．６ｇ

チョコチップもしくは甘納豆 １．５g

おうちでもかんたん

にできますよ！



17 ②牛乳 18 ②牛乳 19 ②牛乳 20 ②牛乳 21 ②牛乳

⑤ヨーグルト ③ハンバーグ ④ミニはるまき

③とりそぼろ ④キャベツ＆チーズ ③きりぼしだいこんのいために

①むぎごはん ④スタミナ
みそしる

24 ②牛乳 25 ②牛乳 26 ②牛乳 27 ②牛乳 28 　②牛乳

③やさいのみそいため ④つぶマスタードサラダ

④あまずあえ

④アサリの

①むぎごはん ⑤さつまじる みそしる

31 ②牛乳

④メロン

1　食器のならべかたに気を付けましょう！ 2　よいしせいで食べよう！

からしなのたねでつくるマスタードは，
からさよりふうみがゆたかです。はちみ
ついりのやさしいあじのドレッシングに
したので，やさいをたっぷりたべましょ
う。

694/26.8 699/24.9

エネルギーKcal/たん白質ｇ エネルギーKcal/たん白質ｇ

③ごぼう，えだまめ④こまつな，
だいこん，えのきたけ③④にんじ
ん

①こめ，むぎ③いとこんにゃく，さ
んおんとう，ごま，ごまあぶら④
じゃがいも

615/23.6

エネルギーKcal/たん白質ｇ
えいようか

エネルギーKcal/たん白質ｇ

えいようか
エネルギーKcal/たん白質ｇ

610/21.4

こ
ん
だ
て
め
い

①じゃこ
チャーハン

③にくだんごの
スープ

メロンは，ウリかのくだものです。５が
つからなつにかけてたくさんでまわりま
す。かごしまでは，そおしをちゅうしん
にアンデスメロンがおおくせいさんされ
ています。

使
用
食
品

体を作る
もとになる
もの

②ぎゅうにゅう①ぶたにく，やきぶ
た，しらしぼし，けいらん③つくね
（とりにく,，だいず），とうふ

体の調子
をととのえ
るもの

①ふかねぎ，グリンピース④キャ
ベツ，チンゲンサイ，もやし，きくら
げ　①③にんじん，たまねぎ④メ
ロン

ねつや力
のもとに
なるもの

①こめ③はるさめ，つくね（でんぷ
ん，パンこ）①③ごまあぶら

調味料
③ﾄﾘｶﾞﾗｽｰﾌﾟ①③うすくちしょう
ゆ，さけ，しお，こしょう，おろしに
んにく

633/25.4

使
用
食
品

体を作る
もとになる
もの

②ぎゅうにゅう③ぶたにく④とう
ふ，けいらん

②③ぎゅうにゅう①③チーズ③と
りにく，ウィンナー，スキムミルク，
とうにゅう

②ぎゅうにゅう③きびなご⑤とりに
く，とうふあげ

②ぎゅうにゅう③ベーコン，かつ
おあぶらづけ，ﾁｰｽﾞ④ｵｰｼｬﾝｷﾝ
ｸﾞ（ホキ，タラ）

体の調子
をととのえ
るもの

③キャベツ，ピーマン，あかピー
マン④こまつな，えのきたけ③④
にんじん，たまねぎ

③にんじん，たまねぎ，かぼ
ちゃ，ﾁﾝｹﾞﾝｻｲ，しめじ④ﾌﾞﾛｯｺ
ﾘｰ，きゅうり，ｺｰﾝ

ねつや力
のもとに
なるもの

調味料

③あかみそ，こいくちしょうゆ，み
りん，おろしにんにく④さばぶしだ
し，しお③④さけ

③ﾄﾘｶﾞﾗｽｰﾌﾟ，カレーこ，おろしに
んにく④す，りんごす，つぶﾏｽﾀｰ
ﾄﾞ③④うすくちしょうゆ，しお，こ
しょう

③みりん，こいくちしょうゆ，おろし
しょうが④すしず⑤さばぶしだし，
むぎみそ③⑤さけ

③ﾄﾏﾄﾋﾟｭｰﾚ，ｳｽﾀｰｿｰｽ，あかワ
イン④うすくちしょうゆ③④しお，
こしょう

①こめ，むぎ③さんおんとう，あ
ぶら③④でんぷん

①パン③こむぎこ，にゅうぬきﾏｰ
ｶﾞﾘﾝ，あぶら④さんおんとう，はち
みつ，ｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ

①こめ，むぎ③でんぷん，こむぎ
こ，ざらめ，あぶら④ごま⑤じゃが
いも，こんにゃく

①クロワッサン③ペンネ，さんお
んとう③④ｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ

使
用
食
品

体を作る
もとになる
もの

②ぎゅうにゅう③ぶたにく，ぎゅう
にく，とりにく④チーズ⑤ベーコ
ン，だいず，ひよこまめ

②ぎゅうにゅう③かつおあぶらづ
け，さつまあげ④ぶたにく，あぶら
あげ

②ぎゅうにゅう③とりにく，かまぼ
こ，とうふ，うずらたまご④ぶたに
く

こ
ん
だ
て
め
い たんぱくしつのほか，ビタミンやしょく

もつせんいがほうふなまめるいは，きゅ
うしょくにもよくとうじょうします。よ
くかむとやさしいうまみがあじわえます
よ。

ねつや力
のもとに
なるもの

①パン③さんおんとう，でんぷん
⑤じゃがいも

①こめ，むぎ③さんおんとう，ご
ま，ごまあぶら④じゃがいも

①くろざとうパン③でんぷん，ごま
あぶら④はるまきのかわ④⑤あ
ぶら

①こめ，むぎ③じゃがいも，こむ
ぎこ，にゅうぬきﾏｰｶﾞﾘﾝ，あぶら
④ｱｰﾓﾝﾄﾞ，ごまあぶら，さんおん
とう

②ぎゅうにゅう③ぶたにく，ﾁｰｽﾞ，
ヨーグルト④ひじき

体の調子
をととのえ
るもの

④キャベツ⑤にんじん，レタス，セ
ロリ，パセリ，コーン③⑤たまねぎ

③きりぼしだいこん，しいたけ，い
んげん④たまねぎ，キャベツ，は
ねぎ，しめじ③④にんじん

③キャベツ，チンゲンサイ，きくら
げ，たけのこ③④にんじん，たま
ねぎ⑤ブロッコリー

①むぎごはん

こ
ん
だ
て
め
い

お
ぼ
ん
　
5
・
6
年
生

てつは，けつえきをつくるもとになりま
す。せいちょうきはけつえきもたくさん
ひつようです。てつたっぷりのひじきを
つかったてっちゃんサラダをたべましょ
う。

③にんじん，たまねぎ，えだまめ
④きゅうり，もやし，あかピーマン

調味料

③ﾃﾞﾐｸﾞﾗｽｿｰｽ，ｹﾁｬｯﾌﾟ，ｳｽﾀｰ
ｿｰｽ，こいくちしょうゆ，あかワイ
ン⑤ﾄﾘｶﾞﾗｽｰﾌﾟ，うすくちしょうゆ，
しお，こしょう，しろワイン

③うすくちしょうゆ，こいくちしょう
ゆ，みりん④むぎみそ③④さばぶ
しだし，さけ

③ﾄﾘｶﾞﾗｽｰﾌﾟ，ｵｲｽﾀｰｿｰｽ，さけ，
しお，こしょう，おろししょうが③⑤
うすくちしょうゆ

③ﾄﾘｶﾞﾗｽｰﾌﾟ，ｶﾚｰこ，ﾉﾝｱﾚﾙｹﾞﾝ
ｶﾚｰﾙｳ，ｹﾁｬｯﾌﾟ，ｱｯﾌﾟﾙｿｰｽ，ｳｽ
ﾀｰｿｰｽ，ｵｰﾙｽﾊﾟｲｽ，あかﾜｲﾝ，
みりん，おろしにんにく，おろし
しょうが，ﾁｬﾂﾈ，うすくちしょうゆ，
す，りんごす③④しお，こしょう

えいようか
エネルギーKcal/たん白質ｇ エネルギーKcal/たん白質ｇ エネルギーKcal/たん白質ｇ エネルギーKcal/たん白質ｇ

682/31.3 669/22.0 671/27.0

月

⑤おまめさんスープ ③とうふのちゅ
うかいため

③ポークカレー

①むぎごはん

③キャベツ⑤にんじん，だいこ
ん，ごぼう，はねぎ，まめもやし

③にんじん，たまねぎ，トマト，ブ
ロッコリー，ﾏｯｼｭﾙｰﾑ④キャベ
ツ，ピーマン，コーン

3　食器を持って食べよう！

火 水 木

③たまねぎ，えだまめ④だいこ
ん，ごぼう，こまつな③④にんじ
ん

金

お
ぼ
ん
　
お
や
す
み

ペンネは，スパゲティとおなじイタリア
のパスタのなかまです。ペンのさきにに
ていますよ。たべごたえがあり，のうこ
うなソースがあいますよ。

きんぴらは，ごぼうのかたさやピリッと
したからさがあります。じょうぶでつよ
いさかたきんぴらにちなんでついたなま
えです。

②ぎゅうにゅう③とりにく，けいら
ん④とうふ⑤ヨーグルト

③こいくちしょうゆ，うすくちしょう
ゆ，みりん，さけ，おろししょうが
④にぼしだし，むぎみそ

　食育の日
和食を味わおう！

だしのうまみを味わいましょ
う。

はるまきはちゅうかりょうりです。りっ
しゅんのころに，しんめをだすやさいを
まいてつくったからはるまきといわれる
ようになったそうです。

かごしまのきょうどりょうりを味わ
おう！こんかいは、さつまじるやきび
なごです！

③きびなごのかばやき

けんちんじるは，かまくらのけんちょう
じでつくったしょうじんりょうりがもと
になっているそうです。きょうはにぼし
でだしをとり，みそあじにします。

②ぎゅうにゅう③ぶたにく，さつま
あげ④アサリ，あぶらあげ，とう
にゅう

④かきたまじる

③うすくちしょうゆ，こいくちしょう
ゆ，みりん，とうがらし④にぼしだ
し，むぎみそ③④さけ

674/30.6

エネルギーKcal/たん白質ｇ

④てっちゃんサラダ

③ペンネのツナ
トマトソース

723/23.5679/26.8

①バーガーパン

①むぎごはん ①チーズパン

⑤ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ

みそは，にほんのすぐれたはっこうちょ
うみりょうです。だいずとしおそれにこ
うじをいれてはっこうさせます。ちほう
によっていろんなあじもみそがありま
す。

①クロワッサン

④コーンソテー

エネルギーKcal/たん白質ｇ

①こめ，むぎ③さんおんとう，あ
ぶら④じゃがいも，こんにゃく

④みそけんちん
じる

①くろざとうパン

③ごもくきんぴら

①むぎごはん

③かぼちゃのカ
レークリームに

令和３年

＊ざいりょうのつごうにより、こんだてがへんこうになることがあります。

正しいマナーを

身につけたいね！

〇 その日のこんだてに使用する食品名を書いています。食物アレルギー等で対応が必要な場合は，確認してください。

また，食物アレルギー等で，加工食品の成分や原材料の使用量などくわしい資料が必要な方は，

学校へお申し出ください。

新型コロナウィルス感染症に気を付けて，前向き、おしゃべり

をしないで食べています。食事のマナーに気を付けながら毎

日の給食を味わいましょう。
食事のマナーに気を付けよう！

毎月１９日は，食育の日です。食べることについて考える機会にしましょう。今年は，特に和食のよ

さが味わえるような献立を計画していきます。


