
5月　こんだてひょう すてっぷセンター　給食

御飯 御飯 御飯 御飯 炊き込みご飯 パン（北海道ミルクパン）

豚の生姜焼き さばのみそ煮 チンジャオロウス 鮭のムニエル

フライドポテト さつまいもスティック

豆腐とキャベツのみそ汁 だいこんとわかめのみそ汁 中華風コーンスープ 玉ねぎとわかめのみそ汁

果物（バナナ） ぶどうゼリー 果物（オレンジ） 果物（オレンジ）

精白米　 精白米　 精白米　 精白米　 精白米　 北海道ミルクパン
干ししいたけ

豚もも　 さば 鶏肉もも皮付き ピーマン 油揚げ ﾄﾗｳﾄｻｰﾓﾝ
たまねぎ しょうが こいくちしょうゆ たけのこ水煮 ごぼう 食塩
にんじん すりみそ 本みりん にんじん にんじん こしょう
料理酒 本みりん 料理酒 牛肉　もも肉 鶏もも皮なし　　 薄力粉
こいくちしょうゆ 三温糖 上白糖 料理酒 かつお・昆布だし 有塩バター
本みりん かつお・昆布だし ほうれんそう 食塩 うすくちしょうゆ ほうれんそう
しょうが だいこん 糸花鰹 片栗粉 本みりん こいくちしょうゆ

こいくちしょうゆ ごま油 料理酒 糸花鰹
ほうれんそう キャベツ にんじん オイスターソース 食塩
ベーコン 緑豆もやし 料理酒 マカロニ
有塩バター にんじん じゃがいも こいくちしょうゆ きゅうり にんじん

鶏卵 片栗粉 本みりん 冷凍コーン きゅうり
すりみそ ピーマン サラダ油 中華味 ツナ缶 食塩
かつお・昆布だし 食塩 食塩 上白糖 日清　マヨドレ ロースハム
豆腐（絹ごし） カレー粉 こいくちしょうゆ 日清　マヨドレ
キャベツ サラダ油 すりみそ さつまいも

かつお・昆布だし サラダ油 すりみそ えんどう豆
骨にカルシウムウエハース たまねぎ えのきたけ 食塩 かつお・昆布だし たまねぎ
ゼリー飲料（りんご） カットわかめ だいこん たまねぎ 味の素ＫＫコンソメ

えのきたけ カットわかめ 中華味 カットわかめ 有塩バター
中華味 水 えのきたけ 牛乳
こいくちしょうゆ ぶどうジュース 冷凍コーン 食塩
水 上白糖 鶏卵 ぽんせんえび 水
片栗粉 イナアガー たまねぎ かっぱえびせん、

らくらくホイップ 食塩 ゼリー飲料（ぶどう） オレンジ
バナナ こいくちしょうゆ

片栗粉
かいわれ

オレンジ

豆ご飯 パン（イエローロール） あんかけうどん

さわらのみそ焼き 大豆のミートソース煮

ヨーグルト 果物（オレンジ） 果物（オレンジ）

精白米　 NEGイエロー 干しうどん
えんどう豆 油揚げ
食塩 豚ももミンチ えのきたけ
料理酒 牛ももミンチ　 たまねぎ

水煮だいず にんじん
さわら たまねぎ かつお・昆布だし
すりみそ にんじん 本みりん
本みりん じゃがいも こいくちしょうゆ
三温糖 サラダ油 片栗粉
にんじん 味の素ＫＫコンソメ

ホールトマト水煮缶 豚ももミンチ
キャベツ 上白糖 たまねぎ
きゅうり ウスターソース 片栗粉
サラダ油 トマトケチャップ 鶏卵
穀物酢 三温糖
食塩 きゅうり すりみそ
こしょう 食塩 いりごま
上白糖 冷凍コーン ほうれんそう

糸花鰹 こいくちしょうゆ
かつお・昆布だし こいくちしょうゆ 糸花鰹
だいこん
食塩 味の素ＫＫコンソメ オレンジ
うすくちしょうゆ 水
カットわかめ ウインナー（卵不使用）
かいわれ キャベツ

ソフール オレンジ

エネルギー 354Kcal タンパク質 14.5g 脂質 10.7g カルシウム 136mg 鉄 1.5mg ビタミンA 128μg

ビタミンB1 0.25mg ビタミンB2 0.19mg ビタミンC 33mg 食物繊維 3.1g 食塩相当量 2.1g

令和３年

6日(木) 7日(金) 10日(月)

27日(木)

<今月の栄養価(米飯、普通食を全量摂取した場合)>

11日(火) 12日(水) 13日(木)

19日(水) 20日(木) 25日(火) 21日(金) 24日(月) 26日(水)

材

料

*献立、食材は都合により変更になることがあります。

14日(金) 17日(月) 18日(火)

きゅうりとコーンの

ツナサラダ（マヨドレ）

ウインナーとキャベツの

コンソメスープ

28日(金) 31日(月)

献

立

献

立

材

料

ほうれん草とベーコンの

バターソテー

キャベツともやしの

カレー炒め

玉ねぎとわかめの

中華スープ

照り焼きチキン

マカロニサラダ

（マヨドレ）

だいこんとわかめの

すまし汁

えんどう豆と玉ねぎの

ポタージュ

普・粗・押；カルシウムウ

エハース、ぺ・管；ゼリー

飲料（りんご）

普・ぽんせんえび、粗・

押；かっぱえびせん、ぺ・

管；ゼリー飲料（ぶどう）

キャベツときゅうりの

フレンチサラダ

豚肉の松風焼き

きゅうりとコーンの

おかか和え

★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
お楽しみ給食

「こどもの日」

給食レシピ＜えんどう豆と玉ねぎのポタージュ＞

○材料（6人分）
えんどう豆・・・豆で100ｇ 玉ねぎ・・・・・・・250ｇ

コンソメ・・・・・・・1個 バター・・・・・・・・６ｇ

牛乳・・・・・・・300ｍｌ 食塩・・・・・・小さじ1/2

水・・・・・200～300ｍｌ

○作り方○

１ えんどう豆は、熱湯でさっとゆでる。玉ねぎは薄切りにする。

２ 鍋にバターを入れ、玉ねぎ、グリンピースを入れて炒める。

たまねぎがしんなりと透き通るまで炒める。

３ コンソメ、水を加えて弱火で15分くらい煮る。

４ ３の火を止めて、ミキサーに入れまわす。ざるでこしてから、

鍋にもどす。

５ ４に、牛乳を加え、こげつかないように弱火で加熱をし、

食塩で味を整える。

＜えんどう豆情報＞

・えんどう豆は今が旬です。

・食物繊維が豊富で整腸作用があります。

・筋肉や骨をつくるために必要なたんぱく質、

カルシウムや鉄、ビタミンB1、B2が多く

含まれています。

「骨にカルシウムウエ

ハース」は、今月から

使用しているお菓子で

す！

松風焼きは卵入り

になっています。


