
　　　　　　　　令和４年　５月給食献立表 ～ げんきメニュー

19 木 

20 金 

21 土 

12 木 

11 水 

18 水 

14

牛乳

13 金 

ご飯

若竹ご飯

塩コショウ,ウスターソース,ケチャップ

酒,薄口しょうゆ,塩コショウ,コンソメ

卵なしﾏﾖﾈｰｽﾞ

鰹の照り焼き風 かつお しょうが 片栗粉,小麦粉,油,砂糖,片栗粉 しょうゆ酒

オニオンスープ

6 金 

7 土 

9 月 

グリンピース 中華だし

中華サラダ 大根,きゅうり,人参 はるさめ,砂糖,ごま油 リんご酢,しょうゆ
2 月 

ご飯 米

麻婆豆腐 冷凍豆腐,合挽ミンチ,赤みそ しょうが,にんにく,白ねぎ,干しいたけ 油,砂糖,片栗粉

牛乳

しろなのゆかりあえ

ワンタンスープ

焼き魚

若草ポテト パルメザンチーズ

牛乳

スパゲティミートソース

土 

かつお・昆布だし,しょうゆ,みりん 牛乳

ミニどうぶつビスケット

ツナフレーク,卵,油揚げ 玉葱,人参,干ししいたけ,グリンピース

17 火 

16 月 

玉葱,人参,もやし,エリンギ,ほうれん草

10 ミモザサラダ ブロッコリー,コーン火 

豚ひき肉,牛ひき肉 玉葱,セロリ－,マッシュルーム,グリンピース,トマ缶詰

牛乳

ツナフレーク 砂糖,卵なしﾏﾖﾈｰｽﾞ

無塩せきベーコン

人参,玉葱,グリンピース

わかめスープ

牛乳

カルシウムせんカルシウムせん

野菜プチクッキー 野菜プチクッキー

牛乳

ミニどうぶつビスケット

牛乳

バナナ ☆バナナ

米,しらたき,砂糖,片栗粉

えび小判せんべい えび小判

牛乳

こつぶっこ こつぶっこ

牛乳

★マカロニきな粉

出汁

牛乳 牛乳

サクサクボーロかぼちゃ

ぽたぽた焼 ぽたぽた焼

油チキンナゲット チキンナゲット

砂糖,油

米

わかめ,玉葱,干ししいたけ

ライチゼリー

塩コショウ,ケチャップ,中濃ソース

アレルゲンなしゼリー

牛乳

バーモントカレー,ケチャップ ビスコ ビスコ

牛乳 牛乳

牛乳

ひじきサラダ ツナフレーク ひじき,キャベツ,きゅうり,赤パプリカ

もやしのナムル

とりそぼろ丼

コッペパン

肉団子のクリームシチュー 玉葱,エリンギ,人参,スナップえんどう

米,じゃがいも,油豚ひき肉,牛ひき肉

米,しらたき,砂糖

チーズ

出汁

塩コショウ

ほうじ茶

米,しらす,かつお節

牛乳

ミニ野菜スティック

アレルゲンなしゼリー

豆腐,みそ わかめ,ねぎ

バナナ

わかめと豆腐の味噌汁

バナナ

キーマカレー 玉葱,人参,グリンピース

しらす和え しらす 小松菜,人参 しょうゆ,かつお・昆布だし 牛乳

ご飯 米 牛乳 牛乳　　　

牛乳

ポークケチャップ 豚肉 玉葱,アスパラガス 油,バター,片栗粉

牛乳

ピピピチーズ ピピピチーズ おにぎり

かぼちゃのスープ スキムミルク,生クリーム かぼちゃ,玉葱,パセリ ベシャメルソース お茶

ビーフの肉じゃがコロッケ ビーフの肉じゃがコロッケ,油 ミニ野菜スティック

ツナサラダサンド ツナフレーク きゅうり,人参,キャベツ コッペパン,卵なしﾏﾖﾈｰｽﾞ 牛乳

パイナップル缶詰め パインスライス

出汁厚揚げの味噌汁 厚揚げ,みそ 玉葱,しめじ,ねぎ

さくふわせんべい紫いも味

ゆかり

★ミルクくずもち 牛乳,片栗粉,砂糖,きな粉,砂糖,塩

しょうゆ,みりん,かつお,昆布だし 牛乳 牛乳

さくふわせんべい紫いも味

牛乳おおさかしろな

鮭

トマトと卵のスープ 卵,ウインナー

ひじきご飯 ちくわ ひじき,人参,むき身えだまめ 米,こんにゃく

牛乳 牛乳

トマト,トウミョウ 片栗粉 薄口しょうゆ,コンソメ

あおのり

バナナ,いちご

DHAイチゴウエハース DHA,ｲﾁｺﾞｳｴﾊｰｽ

ほうじ茶

ヨーグルト,砂糖じゃがいも ★フルーツヨーグルト和え

八宝菜 豚肉 人参,玉葱,キャベツ,生しいたけ,たけのこ 油,片栗粉 塩,顆粒中華だし お茶

牛乳

りんごジャム りんごジャム

ねじねじ

コッペパン コッペパン 牛乳

オレンジ オレンジ ねじねじあられ

牛乳

こめ粉のロールクッキー白菜,人参,にら

しょうが,ほうれん草 米,砂糖,油,砂糖,片栗粉,油,ごま

牛乳

塩,しょうゆ,みりん,酒,かつお・昆布だし

こめ粉ﾛｰﾙｸｯｷｰｺｺｱ味

薄口しょうゆ,顆粒中華だし 牛乳

海鮮風ワンタン

卵,鶏ミンチ

油揚げ,みそ 大根,ねぎ

さかなっこ　味付さかなっこ　味付

たぬき丼

大根と油揚げの味噌汁

牛乳

チンジャオロース 豚肉 しょうが,たけのこ,ピーマン,赤パプリカ,にんにく 油,じゃがいも,砂糖,ごま油 しょうゆ,酒,オイスターソース,鶏ガラ

牛乳

サクサクボーロかぼちゃ

もやし,きゅうり,人参 ごま油,すりごま,砂糖 しょうゆ

マカロニ,きな粉,砂糖,塩

牛乳

しょうゆ,リんご酢,塩

お茶 ほうじ茶ケチャップ

牛乳 牛乳

マリービスケット肉団子,スキムミルク,牛乳 じゃがいも マリービスケット

コッペパン

食パン,人参,砂糖

牛乳,バター牛乳

塩コショウ,シチューミクス,コンソメ

ヤクルト小松菜としめじの炒め物 小松菜,しめじ,人参 砂糖,ごま油 鶏ガラ,しょうゆ

玉葱,ねぎ じゃがいも

ヤクルト

出汁 ★フレンチトースト

牛乳

おこめせんべい おこめせん

たけのこ,昆布,わかめご飯の素 米 酒 牛乳

パイン缶詰

牛乳 りんご,カットゼリー

★さくらんぼゼリー和え

お茶

牛乳

豆乳クッキー 豆乳クッキー

ほうじ茶

スパゲッティ,油,砂糖

コッペパン（小） コッペパン 牛乳

牛乳

ココナッツサブレ ココナッツサブレ

元気ヨーグルト 牛乳元気ヨーグルト

牛乳

キャベツのみかんサラダ ツナフレーク キャベツ,みかん缶詰 オリーブ油,砂糖 リんご酢,塩 花花せんべい 花花せんべい

牛乳豚肉

カルシウムせんカルシウムせん

ビスコ

牛乳 牛乳

アレルゲンなしゼリー ビスコ

えび小判　　　　

豚肉 玉葱,人参,さやいんげん,しめじ,しょうが しょうゆ,みりん 牛乳 牛乳

えび小判せんべい

牛乳　　

しょうゆ 野菜プチクッキー

しょうゆ,コンソメ 野菜ジュース 気になる野菜ｱｯﾌﾟﾙ＆ｷｬﾛｯﾄ

野菜プチクッキー

牛乳　　ケチャップ,顆粒中華だし

アレルゲンなしゼリー

Newライチゼリー

米,じゃがいも,油 バーモントカレー,ケチャップ

卵とえのきのスープ 卵

子どもの日ｾﾞﾘｰ

えのきたけ,玉葱,わかめ,ねぎ

牛乳

こめ粉のロールクッキー

子どもの日ﾃﾞｻﾞｰﾄ

しょうゆ,顆粒中華だし

塩コショウ,酒,しょうゆ,みりん

牛乳

ねじねじあられ ねじねじ

牛乳

こめ粉ﾛｰﾙｸｯｷｰｺｺｱ味

日
曜
日

献立名

ざ　い　り　ょ　う

穀類・油脂類・砂糖類・いも類野菜類・藻類・くだもの類

緑◇　からだの調子を整えるもの 黄◇　力や体温となるもの赤◇　　血や肉になるもの

油揚げ,みそじゃが芋と油揚げの味噌汁

ウインナーライス ウインナー 玉葱,ミックスベジタブル

豚丼

切干しだいこん,人参,むき身えだまめ切干大根のマヨサラダ

ポークカレーライス

米,油

宇陀市こども未来課

ざいりょう

牛乳

その他
魚類・肉類・豆類・乳類・卵類 献立名

１０時のおやつ／３時のおやつ

毎月1９日は、「食育の日」と「うだ育児の日」です！ ★ 手作りおやつ

なかよし献立

１７日：減塩の日

朝食を食べると・・・

• 頭も体も元気に動く

• 集中力がアップする

• 排便のリズムが整う

朝食をおいしく食べるには・・・

• いつもより少しだけ早起きしよう

• お茶などの水分をとろう

• 温かい食事をとろう

ひと工夫でワンランクアップの朝食を・・・

• 前日に準備した野菜などを１品プラスする

• 汁物は具たくさんにする

• すぐに食べられるものを（果物・ヨーグルト）を常備する



土曜日のおやつは、変更になる場合があります。

 💜「なかよしこんだて」は、宇陀市立の保育園・こども園・幼稚園・小学校・中学校との統一献立です。

月の平均栄養価

＾

土 

30

リんご酢,塩コショウ

マリービスケット

31 火 

牛乳

あおのり てんぷら粉,黒ごま,油

水 

26

お楽し
み献立

💜「お楽しみ献立」は、各園の行事に　　　
　合わせた日になります。

木 

27 金 

28

月 

23 月 

25

ご飯 米

焼肉炒め 牛肉 玉葱,キャベツ,ピーマン 油

牛乳 牛乳

塩コショウ,焼き肉のたれ 花花せんべい 花花せんべい

大根のごま酢和え ちくわ 大根,人参,みつば ごま,砂糖 酢,しょうゆ 牛乳

南瓜の味噌汁 油揚げ,みそ かぼちゃ,ねぎ

切干大根のサラダ 切干しだいこん,きゅうり,人参,わかめ 砂糖,和風ドレッシング

出汁 ココナッツサブレ

フルーツカクテル缶

牛乳

ココナッツサブレ

24 火 

甘納豆パン 甘納豆 コッペパン　

ほうじ茶

日
曜
日

牛乳

ミックスフルーツ缶

牛乳

鯛のコーンマヨネーズ焼き 鯛 玉葱,コーン 卵なしﾏﾖﾈｰｽﾞ 酒 豆乳クッキー 豆乳クッキー

パイン缶詰

りんご,カットゼリー

★さくらんぼゼリー和え玉葱,ブロッコリー

にら玉スープ 卵 にら,もやし 片栗粉

じゃが芋のポタージュ 牛乳,生クリーム

牛乳 牛乳

中華丼 豚肉 牛乳

牛乳 牛乳

干しいたけ,きぬさや

しょうが,にんにく,白菜,玉葱,人参,たけのこ

★フレンチトースト

レモン さつまいも,砂糖

米,油,片栗粉,ごま油

牛乳,バター

牛乳 牛乳　　

塩コショウ,酒,しょうゆ鶏肉のマーマレードがらめ 鶏肉 小麦粉,油,マーマレード,砂糖

砂糖,オリーブ油

コッペパン

おこめせん

食パン,人参,砂糖

酒,塩コショウ,鶏ガラ,しょうゆ 牛乳

しょうゆ,顆粒中華だし

おこめせんべい

しょうゆ お茶

緑◇　からだの調子を整えるもの

じゃがいも,バター,ベシャメルソース 塩コショウ

マリービスケット

お茶

黄◇　力や体温となるもの

その他
野菜類・藻類・くだもの類

黄桃缶詰

１０時のおやつ／３時のおやつ
ざ　い　り　ょ　う

ざいりょう

ほうじ茶

豆乳スープ 無塩せきベーコン,豆乳 玉葱,しめじ,チンゲンサイ 油,じゃがいも コンソメ,塩 ★マカロニきな粉 マカロニ,きな粉,砂糖,塩

人参,ブロッコリー,レーズン

サクサクボーロかぼちゃ

牛乳 牛乳

油揚げ,みそ

魚類・肉類・豆類・乳類・卵類

たら,小桜えび

ご飯

さつまいもレモン煮

コッペパン

人参サラダ

黄桃缶詰

小松菜,えのきたけ,人参 砂糖

白身魚の三色揚げ

牛乳

米

青菜の煮浸し 牛乳しょうゆ,かつお・昆布だし

穀類・油脂類・砂糖類・いも類 献立名

酒,塩 サクサクボーロかぼちゃ

牛乳

献立名

キャベツ,玉葱キャベツと油揚げの味噌汁 出汁 ぽたぽた焼

米,しらたき,砂糖 酒,みりん,しょうゆ 牛乳

ぽたぽた焼

フルーツキャロットゼリー フルーツキャロットゼリー

牛乳みそすき丼 豚肉,焼き豆腐,みそ 玉葱,人参,ごぼう,ねぎ,えのきたけ

たんぱく質 脂肪 食塩

※材料の都合により献立を変更する場合があります。

かつお・昆布だし ミニどうぶつビスケット ミニどうぶつビスケット

みかん缶詰め みかん缶詰

ツナチャーハン ツナフレーク 玉葱,コーン,赤パプリカ,ピーマン 米,油 塩コショウ,しょうゆ,鶏ガラ 牛乳

白菜としらすの中華和え しらす 白菜 ごま油,砂糖 酢,しょうゆ こめ粉のロールクッキー

しょうゆ,顆粒中華だし 牛乳 牛乳

赤◇　　血や肉になるもの

こめ粉ﾛｰﾙｸｯｷｰｺｺｱ味

牛乳

牛乳 牛乳

こつぶっこ こつぶっこ

はるさめスープ えのきたけ,干しいたけ,人参,セロリ－ はるさめ

バタークッキー バタークッキーいちごのフール いちごのフール

コッペパン,米粉 牛乳 牛乳　　

まさご揚げ 豆腐,鶏ひき肉,チーズ コーン,ひじき,ねぎ,しょうが 砂糖,油 塩,しょうゆ イチゴウエハース DHA,ｲﾁｺﾞｳｴﾊｰｽ

米粉パン

じゃが芋,★ウインナー,玉葱,ピーマン

マカロニサラダ きゅうり,人参,キャベツ マカロニ,卵なしﾏﾖﾈｰｽﾞ お茶

★ポテトピザ

ほうじ茶

レタスのカニカマスープ かに風味かまぼこ レタス,玉葱 鶏ガラ

しょうが 小麦粉,片栗粉,油,砂糖,片栗粉 酒,塩コショウ,酢,しょうゆ

ご飯

油,ケチャップ,チーズ牛乳 牛乳

米

チキン南蛮 鶏肉

いちごタルト ｽﾄﾛﾍﾞﾘｰｶｽﾀｰﾄﾞﾀﾙﾄ

タルタルソース

キャベツサラダ キャベツ,コーン,きゅうり 和風ドレッシング

にんじんポタージュ 人参,玉葱,パセリ じゃがいも,ベシャメルソース 塩コショウ,コンソメ

3歳未満児 １６．７g １７．３ｇ １．７g 3歳以上児 ５７０㎉ ２０．１g １８．７g ２．０g

エネルギー

４７８㎉

エネルギー たんぱく質 脂肪 食塩

★ 手作りおやつ

・宇陀市では薄味で安全・安心の給食を提供します。

・手作りに心がけ、いろいろな旬の食材を使用し食文化にふれ『食育』に取り組んでいきます。

年末から春にかけて出回っているイチゴ

ですが、本来の収穫期は春です。露地
産の旬は５月と、とても短いですが、
低カロリーでビタミンⅭや食物繊維を
多く含んでおり、こどもや女性に大人
気です。

５月の終わり頃に小粒のイチゴが安

く手に入ったらレモン汁と砂糖で煮て

手作りジャムはいかがですか？旬の春食材
レタス・チンゲン菜・しろななどの葉物や長芋
カツオ・シラス・キビナゴ・タチウオ・タイ
果物はさくらんぼ・ライチ・メロンや和製オレンジ清
見や日向夏・グレープフルーツなどの柑橘類です。


