
　

602 ぎゅうにゅう コロッケ こまつな もやし こめ

22.1 きざみあげ とうふ キャベツ にんじん あぶら

20.0 みそ たけのこ だいこん

1.84

635 ぎゅうにゅう かわちばんかん しょうが こめ

29.9 とりにく にんにく たまねぎ でんぷん

19.1 だいず にんじん マッシュル―ム さとう

1.49 ひよこまめ えだまめ ほうれんそう あぶら

618 ぎゅうにゅう たまねぎ しょうが こめ

25.6 のり あぶらあげ キャベツ こまつな じゃがいも

19.1 とうふ ぶたにく もやし にんじん あぶら

2.21 みそ

662 ぎゅうにゅう さば しょうが こまつな こめ

27.4 みそ なっとう キャベツ にんじん むぎ

16.6 とうにゅう あずき もやし さとう

1.32 かんてん

644 ぎゅうにゅう チーズ にんにく たまねぎ パン

28.7 ツナ とりにく ピ―マン マッシュル―ム さとう ﾉﾝｴｯｸﾞﾏﾖ

23.7 とりにく とうにゅう ごぼう にんじん じゃがいも こめこ

2.09 キャベツ きゅうり あぶら

687 ぎゅうにゅう にんじん こまつな こめ

33.9 とりにく たまご えだまめ たまねぎ あぶら

24.1 とうふ ぶたにく しいたけ キャベツ さとう

1.69 レンズまめ ほうれんそう でんぷん

595 ぎゅうにゅう にんじん えだまめ こめ でんぷん

25.8 めばる みそ こまつな キャベツ あぶら ごま

18.1 とりにく もやし だいこん さとう ﾉﾝｴｯｸﾞﾏﾖ

1.67 アセロラゼリー

641 ぎゅうにゅう しょうが にんにく こめ

19.5 ぶたにく たまねぎ にんじん あぶら じゃがいも

17.2 トマト しめじ こめこ さとう

1.68 あおうめゼリー

699 ぎゅうにゅう たまねぎ しめじ こめ

32.0 とりレバー おから えのきだけ しいたけ でんぷん

23.1 とうにゅう みそ コーン えだまめ さとう

1.70 あつあげ とりにく だいこん にんじん あぶら

539 ぎゅうにゅう にんじん たまねぎ うどん

26.3 ちくわ あつあげ はくさい こまつな あぶら じゃがいも

18.2 とりにく とりレバー しょうが ほうれんそう さとう ごま

1.91 りんご でんぷん

795 ぎゅうにゅう あじ たまねぎ こめ

34.4 たまご ツナ えだまめ にんじん こむぎこ ﾉﾝｴｯｸﾞﾏﾖ

29.3 とりにく とうふ だいこん セロリ― あぶら さとう

2.10 みそ パセリ こまつな パンこ

768 ぎゅうにゅう かつおぶし しょうが こめ

26.6 のり こうやどうふ たまねぎ コーン さとう でんぷん

21.4 ひよこまめ みそ トマト にんじん あぶら ごま
 2.18 とりにく あつあげ こまつな えだまめ さつまいも じゃがいも

644 ぎゅうにゅう にんじん キャベツ パン

24.3 とりにく コーン もやし ごま さとう

28.0 ツナ だいこん たまねぎ マカロニ あぶら

1.67 えだまめ こまつな ﾉﾝｴｯｸﾞﾏﾖ マーガリン

595 ぎゅうにゅう しょうが こめ

23.2 とうふ とりにく ピ―マン にんじん さとう でんぷん

17.7 ぶたにく にんにく たけのこ はるさめ

1.89 しいたけ もやし あぶら

672 ぎゅうにゅう ぎんさわら しょうが こめ

29.7 とりにく にんじん キャベツ でんぷん ごま

16.9 こまつな にんにく さとう じゃがいも

1.56 もやし たまねぎ あぶら

714 ぎゅうにゅう にんじん こめ

29.2 とりにく だいず コーン ブロッコリー ｺｰﾝﾌﾚｰｸ

25.5 チーズ えだまめ ﾉﾝｴｯｸﾞﾏﾖ

2.09 ツナ こまつな じゃがいも

660 ぎゅうにゅう さば しょうが ブロッコリー こめ

29.7 かつおぶし ぶたにく にんじん コーン あぶら

22.3 あぶらあげ ごぼう だいこん さといも

1.65 みそ しいたけ ねぎ でんぷん

603 たまねぎ にんじん スパゲティ

39.4 ジョア ピ―マン コーン さとう じゃがいも

ジョア 12.4 とりにく マッシュル―ム にんにく あぶら しらたまもち
マスカット 1.48 チーズ しょうが キャベツ さとう

栄養基準量 １カ月の平均値

エネルギー 650kcal 654kcal

たんぱく質 26.0ｇ 28.2ｇ

脂質 18.0ｇ 20.7ｇ

食塩相当量 2.0ｇ 1.8g

※学校給食における摂取エネルギーに対する割合

31 (月)

スパゲティ
ナポリタン

サウピカンサラダ
フルーツしらたまポンチ

28 (金) ごはん

サバのさらさあげ
ブロッコリーのおかかに
とんじる

27 (木) ツナごはん

コーンフレークチキン
おんやさいサラダ

26 (水) ごはん

ギンサワラのにつけ
ごまあえ
しおとりじゃが

25 (火) ごはん

チンジャオロースー
はるさめスープ

24 (月)
セサミ

トースト

ツナマカロニサラダ
コンソメスープ

21 (金) のりごはん

あげこうやどうふいため
じゃがいものそぼろに

20 (木) ごはん

てづくりアジフライ　タルタルソース
にんじんサラダ
みそけんちんじる

19 (水)
カレー
うどん

レバーとポテトのごまあえ
アップルシャーベット

18 (火) ごはん 　

ファイバーグ　きのこソース
あつあげとだいこんのｵｲｽﾀｰｿｰｽに

17 (月)
ハヤシライス
（ごはん）

（ハヤシルウ）
フレンチサラダ
あおうめゼリー

14 (金)
からあげ
ごはん

メバルのみそマヨやき
おろしあえ
アセロラゼリー

13 (木) ごはん

ちぐさやき
とうふのちゅうかに

12 (水)
ピザロール

パン

ごぼうサラダ
こめこシチュー

11 (火) むぎごはん

サバのみそに
なっとうあえ
てづくりまっちゃとうにゅうかん

10 (月) ごはん

ぶたにくのしょうがやき
いそかあえ
きゃべつのみそしる

6 (木) ごはん

かつおコロッケ
おひたし
たけのこのみそしる

7 (金) ジャンバラヤ

ケイジャンチキン
ポパイサラダ
かわちばんかん

日　付 しゅしょく 牛乳 おかずなど
ｴﾈﾙｷﾞｰ（kcal)

たんぱく質(％）
脂質(％)

食塩相当量(g)

お　　も　　な　　ざ　　い　　り       ょ　　う

あか みどり き

ちやにくになる からだのちょうしをととのえる ちからやねつのもとになる

※食材の入荷状況等の都合により、献立や材料が変わる場合があります。
※献立表に記載してある食品は主に使用している食品であり、すべての食品についての記載ではありませんのでご了承く
ださい。

2021年 四街道市立中央小学校

家庭数配布

５月主な給食用

食材の産地について

米：四街道

牛乳：千葉県

米粉：国産

青果類

じゃがいも：鹿児島・長

崎県

さといも：九州

にんじん：徳島・

千葉県

だいこん：千葉県

玉ねぎ：北海道・

千葉県

ごぼう：青森県

ねぎ：千葉県

キャベツ：千葉県

ほうれんそう：九州・千

葉県

こまつな：

千葉県・中国

きゅうり：千葉県

しいたけ：九州

しめじ：長野県

にんにく：青森県・ 中

国

しょうが：熊本県・ 中

国

さつまいも：四街道

もやし：栃木県

バナナ：フィリピン

河内晩柑：

愛媛県：熊本県

肉・魚類

ぶた肉：千葉・山形・

青森・群馬県

とり肉：岩手県

卵：千葉県

鰹：ニュ-ジ-ランド

鯖：ノルウェー

鯵：千葉県

銀鰆：

ニュージーランド

眼張： アメリカ

乾物類

わかめ：岩手県

のり：香川・岡山県

※産地については、市場

での納入日が当日のため、

最新の出荷状況及び普段

からの取り引き実績を考

慮しての予定です。

また、出荷制限や出荷

禁止となった食品につい

ては市場に出回りません。

保護者の方へ
給食当番がまわってきましたら、白衣の洗濯をお願いいたします。

また、清潔なマスクの持参もお願いいたします。

☆給食費について☆

・５月の給食費の引き落としは６／30（水）です。金額は4,500円となります。

・各ご家庭より納入いただいた給食費は、全て食材費に充てられます。

５月のおたんじょうびおめでとうこんだて
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