
 
 

 
 

日 曜 
    

献 立 名 
主 な 材 料 と そ の 働 き 

黄 赤 赤 体をつくる 緑 体の調子を整える 黄 体を動かすエネルギーになる

1 水 麦ごはん 
牛
乳 

カレーシチュー 豚肉 脱脂粉乳 チーズ  たまねぎ にんじん マッシュルーム 
グリンピース にんにく りんご  じゃがいも カレールウ バター 

ツナサラダ まぐろ油漬け  キャベツ きゅうり とうもろこし  
にんじん  さとう オリーブ油  

福神漬け 福神漬け 

ももゼリー ももゼリー

2 木 せきはん 
牛
乳 

さわにわん 豚肉 かまぼこ にんじん たけのこ ごぼう 小松菜  じゃがいも でん粉 

❤えびフライ（２尾） えび パン粉 でん粉 小麦粉 米油 

キャベツと菜花の和え物 キャベツ 菜花 さとう  
卓上ごま塩  黒ごま 
卓上ソース   
お祝いデザート お祝いデザート

3 金 卒 業 式 

6 月 麦ごはん 
牛
乳 

高野豆腐の卵とじ 卵 鶏肉 高野豆腐 たまねぎ にんじん さやいんげん  さとう  
ちくわのカレー揚げ（３個） ちくわ 小麦粉 でん粉 米油 

切り干し大根の 
さっぱり漬け  きゅうり 切り干し大根 レモン さとう ごま油  

●いかなごのくぎ煮 いかなごのくぎ煮 

7 火 ごはん 
牛
乳 

スタミナ汁 豆腐 豚肉 油揚げ みそ たまねぎ にんじん ねぎ にんにく  じゃがいも 

ひじきのうま煮 さつま揚げ 鶏肉 ひじき こんにゃく にんじん 枝豆 さとう  
いよかん いよかん

ココアパウダー ココアパウダー 

8 水 
わかめ 
ごはん 

牛
乳 

八宝菜 いか 豚肉  キャベツ たまねぎ にんじん  
チンゲン菜 たけのこ しいたけ  さとう でん粉  

フーヨーハイのたれかけ たまご かに たまねぎ 米油 さとう でん粉 

もやしのナムル もやし 白ごま さとう ごま油 

米粉のみかんタルト 米粉のみかんタルト

9 木 ソフトめん 

は
っ
こ
う
乳 

ミートソース 
豚肉 牛肉 大豆 チーズ 
脱脂粉乳  

たまねぎ にんじん マッシュルーム 
グリンピース  トマトルウ さとう  

シャキシャキポテトサラダ きゅうり とうもろこし じゃがいも ドレッシング

サラダ用アーモンド  アーモンド  

10 金 ごはん 
牛
乳 

みそおでん 生揚げ 昆布 みそ 大根 こんにゃく にんじん さといも さとう 

さけの塩焼き さけ  
ハネジューメロン ハネジューメロン

13 月 
発芽玄米 
ごはん 

牛
乳 

わかめスープ 豆腐 鶏肉 わかめ   たまねぎ にんじん ねぎ 
とうもろこし 

白ごま ごま油  

ビビンバ 卵 牛肉  大豆もやし 小松菜 切り干し大根  
にんにく 

さとう  

しらぬい しらぬい

14 火 ごはん 
牛
乳 

筑前煮 鶏肉 さつま揚げ にんじん こんにゃく ごぼう  
たけのこ さやいんげん しいたけ  じゃがいも さとう  

さば銀紙焼き さば みそ さとう 
即席漬け キャベツ たくあん漬け にんじん  

15 水 
ツイスト 
ロールパン 

牛
乳 

大豆のインド煮 大豆 豚肉  たまねぎ にんじん マッシュルーム 
トマト  

コーンサラダ キャベツ とうもろこし にんじん  さとう オリーブ油 

オレンジ オレンジ

ブルーベリージャム＆ 
マーガリン  ブルーベリージャム＆マーガリン 

16 木 
たきこみ 
ごはん 

牛
乳 

たきこみごはん 鶏肉 ちくわ 油揚げ 昆布
ごぼう こんにゃく にんじん  
ぶなしめじ  

米 もち米 さとう   

すまし汁 豆腐 えびしんじょう 大根 にんじん ねぎ えのきたけ でん粉 
青しそ入りあじフライ あじ 青しそ パン粉 小麦粉 米油 

きゅうりのゆかり和え きゅうり ゆかり粉 

ミックスナッツ  
アーモンド カシューナッツ
マカダミアナッツ 

17 金 麦ごはん 
牛
乳 

豚丼の具 豚肉 焼き豆腐  たまねぎ しらたき ねぎ にんじん 
エリンギ 

さとう  

おひたし かまぼこ しらす干し もやし キャベツ にんじん 白ごま さとう サラダ油

バナナ バナナ

21 火 ごはん 
牛
乳 

けんちん汁 豆腐 油揚げ 大根 こんにゃく えのきたけ  
にんじん ねぎ 

ごま油  

まぐろの甘辛煮 まぐろ油漬け しょうが さとう  
きざみたくあん たくあん漬け

手巻きのり 手巻きのり 

22 水 
あいちの 
米粉パン 

牛
乳 

じゃがいものバター煮 牛肉 チーズ たまねぎ にんじん グリンピース  じゃがいも バター さとう 

オムレツの 
トマトソースかけ 

卵 たまねぎ トマト さとう  

清見 清見

23 木 麦ごはん 
牛
乳 

マーボ豆腐 豆腐 豚肉 みそ  にんじん たけのこ ねぎ しょうが 
にんにく  さとう でん粉  

フレンチポテトと 
ナッツの揚げ物  

じゃがいも カシューナッツ 
米油  

いちごゼリー いちごゼリー 
 

① 都合により献立を変更する場合があります。 ② すべての食材を表記しているものではありません。 ③ 主食となるめん類は前日に製造しています。 

今月の献立目標  好き嫌いなく楽しくおいしく食べよう 

２ ８  



 

 

えびフライ 

日本人は、えびが大好きです。寿司にの

せたり、フライや天ぷらなどの具材に使っ

たり、いろいろな料理に使います。また、

えびは腰が曲がっていることと、ひげが長

いことを老人に見立て、長生きできる縁起

の良い食べ物として祝いの席などで食べら

れています。愛知県は、全国でもえびの消

費量が多く、三河湾で獲れるクルマエビは

全国に誇る漁獲量です。 

  

 

いかなごのくぎ煮 

いかなごは、春先の一時期しか獲れませ

ん。いかなごは、体長が３.５cm以上になる

と漁が始まり、ちりめんや釜揚げ、つくだ

煮などに加工されます。いかなごをつくだ

煮にしたのが「くぎ煮」です。できあがり

がさびた古くぎのように見えるので「くぎ

煮」と名付けられました。   

魚の正式名称は「いかなご」ですが、愛

知県では「こうなご」と呼ばれています。

菜花は、３月ごろに旬を迎えるので、春を味わう野菜として食べられます。江戸時代ま 

では、菜種油をとるために栽培されていましたが、明治時代以降に食べられるようになり 

ました。骨や歯を作るカルシウムや、かぜやストレスを予防するビタミンＣを多く含みます。 

２日は、卒業お祝い献立です。 

３年生のみなさん、ご卒業おめでとうございます。小学校入学から９年間食べてきた給食も、２日で最後です。 

みなさんは、どんな給食が思い出に残っているでしょうか？これからも、毎日しっかり食べて、丈夫な体を作り、 

元気に過ごしましょう。 

 
 

 ３学期もあとわずかになりました。みなさんはこの一年間、どのような食生活を送りましたか？一年間を振り返り、食生活

を見直してみましょう。下の表で、できていたものには□の中に〇をつけましょう。できていたことは継続し、できなかった

ことは来年度の目標としましょう。 
 

 毎日、朝ごはんを食べて 

いる。 

 「いただきます」「ごちそ

うさま」の食事のあいさつが

できている。 

 食事をする前に、手をき 

れいに洗っている。 

 給食の準備、後片付けは、

協力してできている。 

        

 好き嫌いなく食べている。  食事はよくかんで食べて

いる。 

 食事のマナーを意識して 

食べている。 

 夜食は、時間と量を考えて

食べている。 

        

 家で、食事の準備や後片 

付けのお手伝いをしている。 

 家族や友だちと、楽しく食

べている。 

栄養バランスのよい食事

を考えて食べている。 

 生産者や食事を作ってく 

れる人、食べ物に感謝して 

食べている。 

        

【中学校の予定金額】285円×15日＝4,275円   

【口座振替予定日】平成29年５月１日（月）口座への入金は振替予定日の前日までにお願いします。

 

一年間を振り返ろう 

●兵庫県の郷土料理 ❤愛知県の特産品を使った料理

 菜花 


