
すてっぷセンター　給食

新じゃがカレー パン（イエローロール） あんかけうどん わかめごはん 御飯 御飯

鮭のムニエル（片栗粉） 鶏の竜田揚げ チンジャオロウス さばのみそ煮

ポテトサラダ（マヨドレ） キャベツと油揚げの煮物 きゅうりとわかめの酢の物

玉ねぎとにんじんのみそ汁 豆腐とキャベツのみそ汁

果物（オレンジ） ヨーグルト 果物（バナナ） ぶどうゼリー 果物（オレンジ） 果物（バナナ）

精白米　 NEGイエロー 干しうどん 精白米　 精白米　 精白米　
サラダ油 油揚げ 炊き込みわかめ
豚ももミンチ ﾄﾗｳﾄｻｰﾓﾝ えのきたけ ピーマン さば
たまねぎ 食塩 たまねぎ 鶏もも皮なし　　 たけのこ水煮 しょうが
じゃがいも こしょう ほうれんそう しょうが にんじん すりみそ
にんじん 片栗粉 かつお・昆布だし こいくちしょうゆ 牛肉　もも肉 本みりん
ピーマン 有塩バター 本みりん 料理酒 料理酒 三温糖
しめじ 冷凍コーン こいくちしょうゆ 片栗粉 食塩 かつお・昆布だし
水 有塩バター 片栗粉 サラダ油 片栗粉 だいこん
バーモンドカレー甘口 じゃがいも ごま油
有塩バター じゃがいも 豚ももミンチ 片栗粉 オイスターソース キャベツ
はちみつ にんじん たまねぎ サラダ油 料理酒 緑豆もやし

きゅうり 片栗粉 食塩 こいくちしょうゆ にんじん
味の素ＫＫコンソメ ロースハム 豆腐（絹ごし） 本みりん 鶏卵
水 日清　マヨドレ 三温糖 キャベツ 中華味 ピーマン
ウインナー（卵不使用） 食塩 すりみそ 油揚げ 上白糖 食塩
キャベツ いりごま かつお・昆布だし カレー粉
パセリ（乾燥） 味の素ＫＫコンソメ にんじん 本みりん きゅうり サラダ油

水 こいくちしょうゆ ちりめんじゃこ
オレンジ 食塩 バナナ カットわかめ たまねぎ

たまねぎ すりみそ 穀物酢 カットわかめ
キャベツ かつお・昆布だし 上白糖 えのきたけ
パセリ（乾燥） たまねぎ うすくちしょうゆ 中華味

にんじん こいくちしょうゆ
ソフール えのきたけ すりみそ 水

かつお・昆布だし 片栗粉
ぶどうジュース 豆腐（絹ごし）
上白糖 キャベツ バナナ
イナアガー

オレンジ

御飯 パン（北海道ミルクパン） 豆ご飯 御飯

照り焼きチキン 豚の生姜焼き ひらまさの塩焼き

大豆のひじき煮 ほうれん草のしらす和え

かぼちゃとわかめのみそ汁 中華風コーンスープ

果物（オレンジ） 果物（オレンジ）

精白米　 北海道ミルクパン 精白米　 精白米　
えんどう豆

めだい 鶏肉もも皮付き 食塩 ひらまさ
食塩 こいくちしょうゆ 料理酒 食塩
こしょう 本みりん にんじん
片栗粉 料理酒 豚もも　
牛乳 上白糖 たまねぎ ほうれんそう
コーンフレーク キャベツ にんじん しめじ
サラダ油 料理酒 糸花鰹
かぼちゃ ほうれんそう こいくちしょうゆ うすくちしょうゆ
サラダ油 ちりめんじゃこ はちみつ
食塩 こいくちしょうゆ しょうが 中華味

水
芽ひじき えんどう豆 キャベツ 冷凍コーン
水煮だいず たまねぎ ツナ缶 鶏卵
サラダ油 味の素ＫＫコンソメ 日清　マヨドレ たまねぎ
にんじん 有塩バター こいくちしょうゆ 食塩
油揚げ 牛乳 こいくちしょうゆ
だし 食塩 すりみそ 片栗粉
こいくちしょうゆ 水 かつお・昆布だし かいわれ
本みりん えのきたけ
上白糖 ｶﾙｼｳﾑたまごボーロ カットわかめ ビスコ

お水のゼリー（ピーチ味） かぼちゃ お水のゼリー（マスカット味）
すりみそ
かつお・昆布だし オレンジ
じゃがいも
おつゆふ
かいわれ

オレンジ

エネルギー 374Kcal タンパク質 16.4g 脂質 10.9g カルシウム 123mg 鉄 2.2mg ビタミンA 150μg

ビタミンB1 0.27mg ビタミンB2 0.2mg ビタミンC 34mg 食物繊維 3.3g 食塩相当量 2.2g

5月　こんだてひょう令和元年

7日(火) 8日(水) 9日(木)

ウインナーとキャベツの
コンソメスープ

10日(金) 13日(月) 14日(火)

23日（木） 22日（水） 20日（月） 24日（金） 27日（月）

*献立、食材は都合により変更になることがあります。

15日(水) 16日(木) 17日(金)

<今月の栄養価(米飯、普通食を全量摂取した場合)>

めだいのフライ
（卵、小麦不使用）

おつゆふとじゃがいもの
みそ汁

28日（火） 29日（水） 30日（木）

普・粗・押；ビスコ　ぺ・管；お
水のゼリー（マスカット味）

普・粗・押；カルシウムたまご
ボーロ　ぺ・管；お水のゼリー
（ピーチ味）

ほうれん草としめじのおかか
和え

キャベツともやしのカレー炒め

材
料

21日(火)

31日（金）

献
立

献
立

材
料

玉ねぎとキャベツの
コンソメスープ

豚肉の松風焼き
（卵、牛乳、小麦不使用）

玉ねぎとわかめの
中華スープ

えんどう豆と新玉ねぎの
ポタージュ

キャベツのツナマヨサラダ
（マヨドレ）

お楽しみ

給食

「こどもの

日」

食育の取組

『地場野菜の利用』

給食では、京田辺でとれたおいしいお米

や新鮮な季節のお野菜、果物、地元で作っ

ておられるみそを、「普賢寺ふれあいの

駅」さんより納品していただいています。

季節の野菜は保育室で回覧します。こど

もさんが野菜を見たり、触ることで、野菜

に慣れ親しんでもらいます。

今月の季節のお野菜は「えんどう豆」で

す。

さやつきで回覧しますので、さやの中を

開けてみてくださいね。

★今月の地場野菜★

（普賢寺ふれあいの駅より納品）

精白米 すりみそ えんどう豆

給食レシピ置いています！
（１F 正面玄関横トイレ前棚）

希望のメニューがあれば栄養士まで

お気軽にお声かけください！


