
令和2年 すてっぷセンター　給食

炊き込みご飯 御飯 あんかけうどん パン（イエローロール） 御飯 御飯

照り焼きチキン ひらめのムニエル 鶏肉のさっぱり煮 チンジャオロウス

大豆のひじき煮 フライドポテト

豆腐とわかめのみそ汁 豆腐とえのきのみそ汁 中華風コーンスープ

果物（オレンジ） 果物（オレンジ） ヨーグルト 果物（バナナ） 果物（いちご）

精白米　 精白米　 干しうどん NEGイエロー 精白米　 精白米　
干ししいたけ 油揚げ
油揚げ 豚ももミンチ えのきたけ ひらめ 鶏肉もも皮なし　　 ピーマン
ごぼう たまねぎ たまねぎ 食塩 上白糖 たけのこ水煮
にんじん 片栗粉 にんじん こしょう 料理酒 にんじん
鶏もも皮なし　　 豆腐（絹ごし） かつお・昆布だし 薄力粉 穀物酢 牛肉　もも肉
かつお・昆布だし 三温糖 本みりん 有塩バター こいくちしょうゆ 料理酒
うすくちしょうゆ すりみそ こいくちしょうゆ きゅうり 食塩 食塩
本みりん いりごま 片栗粉 こいくちしょうゆ しょうが 片栗粉
料理酒 冷凍コーン にんじん ごま油
食塩 有塩バター 鶏肉もも皮付き キャベツ オイスターソース

こいくちしょうゆ 油揚げ ほうれんそう 料理酒
きゅうり 芽ひじき 本みりん かつお・昆布だし 冷凍コーン こいくちしょうゆ
冷凍コーン 水煮だいず 料理酒 本みりん ウインナー（卵不使用） 本みりん
ツナ缶 サラダ油 上白糖 こいくちしょうゆ サラダ油 中華味
日清　マヨドレ にんじん ほうれんそう 食塩 上白糖
こいくちしょうゆ 油揚げ 糸花鰹 味の素ＫＫコンソメ

だし こいくちしょうゆ 水 すりみそ じゃがいも
すりみそ こいくちしょうゆ たまねぎ かつお・昆布だし 片栗粉
かつお・昆布だし 本みりん オレンジ ウインナー（卵不使用） 豆腐（絹ごし） サラダ油
豆腐（絹ごし） 上白糖 じゃがいも たまねぎ 食塩
カットわかめ かいわれ
たまねぎ すりみそ バナナ 中華味

かつお・昆布だし ソフール 水
小魚ぽんせん 豆腐（絹ごし） 冷凍コーン
まんまるソフトせんべい えのきたけ 鶏卵
お水のゼリー（ピーチ） じゃがいも たまねぎ

食塩
オレンジ こいくちしょうゆ

片栗粉
かいわれ

いちご

北海道ミルクパン　 御飯 御飯

鮭のムニエル（片栗粉） あじの竜田揚げ

えのきとわかめのみそ汁

りんごゼリー

北海道ミルクパン 精白米　 精白米　

ﾄﾗｳﾄｻｰﾓﾝ あじ 牛ももミンチ　
食塩 しょうが 水煮だいず
こしょう こいくちしょうゆ たまねぎ
片栗粉 料理酒 プロセスチーズ
有塩バター 片栗粉 豆腐（絹ごし）
キャベツ サラダ油 片栗粉
糸花鰹 キャベツ 食塩
こいくちしょうゆ こしょう

はるさめ ナツメグ
マカロニ きゅうり トマトケチャップ
にんじん ロースハム じゃがいも
きゅうり 日清　マヨドレ サラダ油
食塩 食塩
ロースハム すりみそ
日清　マヨドレ かつお・昆布だし ほうれんそう

じゃがいも ちりめんじゃこ
えんどう豆 たまねぎ こいくちしょうゆ
たまねぎ 油揚げ
味の素ＫＫコンソメ すりみそ
有塩バター ｶﾙｼｳﾑたまごボーロ かつお・昆布だし
牛乳 お水のゼリー（ピーチ） えのきたけ
食塩 カットわかめ
水 豆腐（絹ごし）

ミルクスティック りんごジュース
お水のゼリー（マスカット） 上白糖

イナアガー

エネルギー 379Kcal タンパク質 16.8g 脂質 12g カルシウム 124mg 鉄 2.4mg ビタミンA 109μg

ビタミンB1 0.2mg ビタミンB2 0.2mg ビタミンC 27mg 食物繊維 2.9g 食塩相当量 2.2g

1日(金) 7日(木) 8日(金)

14日(木)

普；小魚ぽんせん、粗・押；ま

んまるソフトせんべい、ぺ・

管；お水のゼリー（ピーチ）

普・粗・押；ミルクスティッ

ク、ぺ・管；お水のゼリー（マ

スカット）

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）

11日(月) 12日(火) 13日(水)

21日(木) 19日(火) 20日(水) 27日(水) 28日(木) 26日(火)

材

料

<今月の栄養価(米飯、普通食を全量摂取した場合)>

5月　こんだてひょう

豚肉の松風焼き（卵、牛乳、小

麦不使用）コーンバターソテー

きゅうりとコーンのツナサラダ

（マヨドレ）

じゃがいもと油揚げのみそ汁
えんどう豆と新玉ねぎの

ポタージュ

15日(金) 18日(月)

22日(金) 25日(月) 29日(金)

献

立

献

立

材

料

*献立、食材は都合により変更になることがあります。

ほうれん草とウインナーの

ソテー

ウインナーとじゃがいものコン

ソメスープ
豆腐とたまねぎのみそ汁

マカロニサラダ（マヨドレ）

大豆入りチーズハンバーグ

（卵、小麦なし）

ほうれん草のしらす和え
春雨ときゅうりのサラダ

（マヨドレ）

きゃべつと油揚げの煮物

★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

られる一級みそ（すりみそ）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、こどもさんが野菜を見ることで、野菜に慣れ親しん

でもらいます。

★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 いちご

★給食レシピ置いています★（１F 正面玄関横トイレ前棚）

ご自由にお取りください。

希望のメニューがあればお渡ししますので、

栄養士までお気軽にお声かけください！

お楽しみ

給食

「こどもの

日」

★感染症予防の食事★
感染症を予防したり、いち早く回復するためには、バランスのとれた食事が重要

です。世界保健機構（WHO）より提言されているポイントを下記にまとめました。

毎日、新鮮で加工されていない食品を食べる

・果物、野菜、豆類、および肉、魚、卵、牛乳を摂取する。

・軽食には、砂糖、脂肪、塩分の多いものではなく、生野菜と新鮮な果物を選ぶ。

・野菜や果物には手を加えすぎない（重要なビタミンが失われてしまうことがある

ため）。

・缶詰や乾燥野菜、ドライフルーツは、塩や砂糖が添加されていないタイプを選ぶ。

毎日、十分な水を飲む

・水や麦茶、果物や野菜をジュースにして飲む。なるべく砂糖の少ないもの。

脂肪分は適量を摂取する

・赤身肉よりも鶏肉、魚を食べる。加工肉は油と塩が多いので避ける。

塩や砂糖を控えめにする

・塩や砂糖の多い菓子を控える。おやつはケーキ、クッキー、チョコレートより

も果物やヨーグルトを。


