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デザート 肉･魚･大豆･卵･牛乳･海藻など 穀類･芋･砂糖･油など 野菜･果物・きのこなど (kcal） （グラム）

あつあげのとりみそあえ 牛乳・あつあげ・とりミンチ こめ・むぎ・さとう・かたくり粉 にら・こんにゃく・きゅうり・にんじん 694 29.6
ちゅうかピクルス ぶたミンチ・合みそ サラダ油・ごま油・プリンの素 しょうが・きくらげ

プリン 888 37.9
わかたけじる 牛乳・たまご・油あげ・えび こめ・さとう・ごま・サラダ油 ゆのす・しょうが・えだまめ・にんじん 582 21.0
かしわもち もめんどうふ・すまき・わかめかしわもち ほししいたけ・たけのこ・ねぎ

745 26.9

3 木

4 金

ぶたにくとやさいのチャプチェ 牛乳・ぶたにく・天ぷら こめ・むぎ・さとう・サラダ油 にんじん・たまねぎ・きゅうり 668 25.1
きりぼしだいこんのにもの あつあげ はるさめ・ごま油・ごま キャベツ・しめじ・にんにく

ゆずゼリー はちみつ きりぼしだいこん・ゆのす 855 32.1
とうふハンバーグ 牛乳・ぶたミンチ・わかめ こめ・むぎ・さとう・ごま たまねぎ・にんじん 560 23.5
ほうれんそうのごまあえ とうふ・とりミンチ・たまご ほうれんそう・もやし・えのき・ねぎ

すましじる 717 30.1
　わかめスープ 牛乳・ぶたミンチ・わかめ こめ・むぎ・さとう・ごま ほししいたけ・きりぼしだいこん 607 20.9
　こなつ ごま油 たけのこ・こまつな・にんにく・にんじん

えのき・ながねぎ・ほしぜんまい・こなつ 777 26.8
　かつおのかくに 牛乳・かつお・わかめ こめ・むぎ・さとう しょうが・こまつな・もやし 520 31.4
　ごますあえ 合みそ ごま・ふ にんじん・ゆのす・キャベツ

　キャベツとふのみそしる たまねぎ・しめじ・ねぎ 666 40.2
　　ポークシチュー 牛乳・ぶたにく こめ・むぎ・さとう たまねぎ・にんじん 590 19.6
　　やさいサラダ サラダ油・コーンスターチ エリンギ・にんにく・キャベツ・きゅうり

　　ぶどうゼリー じゃがいも りんごす・レモン汁・ぶどうジュース 755 25.1
じゃがいものそぼろに 牛乳・ぶたミンチ・とりミンチ こめ・むぎ・サラダ油・さとう たまねぎ・にんじん 614 25.8
こまつなののりあえ もめんどうふ・たまご・のり かたくり粉・じゃがいも さやいんげん・こまつな・もやし

たまねぎとたまごのスープ 786 33.0
　ちくわのいそべあげ 牛乳・油あげ・ちくわ こめ・もちごめ・かたくり粉 えんどう・ミニトマト 600 24.0
　ミニトマト あおのり・もめんどうふ なたね油・こむぎ粉 にんじん・ごぼう・しめじ・ねぎ

　こんさいみそしる たまご・合みそ じゃがいも 768 30.7
　　ツナあえ 牛乳・ぶたにく・赤みそ こめ・むぎ・かたくり粉 たまねぎ・キャベツ・きゅうり 634 25.1
　　すましじる ツナ・すまき サラダ油・さとう・ふ にんじん・ゆのす・ねぎ

812 32.1
　　とりのてりやき 牛乳・とりにく こめ・むぎ・さとう しょうが・きゅうり・キャベツ 606 27.0
　　やさいサラダ サラダ油 ホールコーン・もやし・にんじん

　　もやしスープ たまねぎ・えのき・レモン汁 776 34.6
　　チリコンカン 牛乳・だいず・ぶたミンチ コッペパン・さとう・サラダ油 にんじん・たまねぎ・セロリ・パセリ 554 24.2
　　カリポリサラダ ぎゅうミンチ はちみつ にんにく・きゅうり・きりぼしだいこん

　　ゆずゼリー ゆのす 709 31.0
いりどり 牛乳・とりにく・ツナ こめ・むぎ・サラダ油・さとう ごぼう・にんじん・丸こんにゃく 624 22.8
ツナあえ きなこ かたくり粉・くろざとう たけのこ・ほししいたけ・こまつな

わらびもち キャベツ・ゆかり・ゆのす 799 29.2
豆腐チャンプルー 牛乳・とうふ・ぶたにく こめ・むぎ・サラダ油・さとう 青ピーマン・キャベツ 574 25.7
ひじきとはるさめのすのもの たまご・ひじき ごま油・はるさめ きゅうり・にんじん

735 32.9
ひじきいりハンバーグ 牛乳・ぶたミンチ・ぎゅうミンチ こめ・むぎ・パン粉 たまねぎ・にんじん 658 27.0
ボイルキャベツ ひじき・たまご・油あげ・わかめ じゃがいも ねぎ・キャベツ

じゃがいもと玉ねぎのみそしる 合みそ 842 34.6
きびなごのあおのりあげ 牛乳・きびなご・あおのり こめ・きび・あわ・こきび キャベツ・もやし・ゆのす・ねぎ 620 26.2
キャベツのゆずみそあえ 白みそ・ぶたにく・とうふ なたね油・さとう・ごま にんじん・ほししいたけ・たけのこ

ごもくスープ わかめ 794 33.5
ポパイサラダ 牛乳・ぶたミンチ・ヨーグルト こめ・むぎ・カレールウ たまねぎ・にんじん・にんにく 659 20.9
フルーツヨーグルト サラダ油・カレー粉 しょうが・ホールトマト・ほうれんそう

もやし・りんご酢・みかん・パイン・もも 844 26.8
ぶたにくのしょうがやき 牛乳・ぶたにく・かつおぶし こめ・むぎ・さとう・ごま しょうが・たまねぎ・にんじん 583 27.8
ほうれんそうのおひたし サラダ油・かたくりこ・はるさめ ほうれんそう・もやし・にら

はるさめスープ ごま油 746 35.6
マーボーどうふ 牛乳・とうふ・ぶたミンチ こめ・むぎ・ごま・さとう たまねぎ・にんにく・しょうが 595 25.8
こまつなのナムル 赤みそ サラダ油・かたくり粉・ごま油 にら・ほししいたけ

こまつな・もやし・にんじん 762 33.0
もやしとコーンのあまずあえ 牛乳・いわし・たまご こめ・むぎ・かたくり粉・さとう しょうが・ホールコーン 825 30.3
キャロットケーキ なたね油・バター・こむぎ粉 もやし・きゅうり・にんじん

1056 38.8
にくどうふ 牛乳・とうふ・ぶたにく こめ・むぎ・サラダ油・さとう たまねぎ・にんじん・えのき 629 28.6
ビーフンサラダ ポークハム・たまご ごま油・ビーフン 糸こんにゃく・ねぎ

こまつな・もやし 805 36.6

31 火 むぎごはん

　　５ 月　　　　こ ん だ て ひ ょ う　　　　　　 いの町立吾北給食センター
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（上→小/下→中）
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7 月 むぎごはん

8 火 むぎごはん

9 水
ビビンバ

10 木
むぎごはん

11 金
むぎごはん

14 月 むぎごはん

15 火
えんどうごはん

16 水
みそぶたどん

17 木
むぎごはん

18 金
コッペパン

21 月 ゆかりごはん

22 火 むぎごはん

23 水 むぎごはん

24 木 ざっこくごはん

25 金 キーマカレー

30 水
いわしの

かばやきどん

28 月 むぎごはん

29 火 むぎごはん

小学：給食なし

小６：給食なし

小６：給食なし

中２：給食なし

中２・３：給食なし

中２・３：給食なし

中２・３：給食なし



エネルギー
(kcal)

たんぱく質(g)カルシウム(mg)食物せんい(g)

小学生（中学年） 619 25.3 354 5.2
中学生 715 29.0 379 6.2
標準量(小学校中学年） 640 24.0 350 5.0

≪５月：給食の目標 ≫
「 時間をまもってたべよう！ 」

　　　　その１：　よくかんで、適度な速さで食べましょう。
　　　　その２：　決められた時間内で食べましょう。

2.5
2.5ｇ以下

５月の栄養価

月平均 食塩相当量(g)

2.1

※ 休止のお知らせ ※

＜小学生＞ ５／９(水)～１１(金) ・・・ 修学旅行 ( ６年生 )

５／１１(金) ・・・ 遠足 ( １年生～５年生 )

＜中学生＞ ５／１５(火) ～５／１８(金) ・・・修学旅行 ( ２年生 )

５／１６(水)～５／１８(金)・・・職場体験(３年生)

★職場体験で小学校に行く人は給食あり

５月分の給食費は・・・

５月１０日（木） （※２５日（金）に再度）

に、引き落とします。

残高確認をよろしくお願いいたします。

＜引き落とし金額＞

小学校 ４，６００ 円

中学校 ４，９００ 円

給 食 費
５月に出る吾北の食べもの

切り干し大根 あわ きび

干し椎茸 木綿豆腐

干しぜんまい 丸こんにゃく

糸こんにゃく ゆの酢

いつも

ありがとうございます。

よくかんでたべてね！かみかみ献立

【１５日】こんさいみそしる 【２４日】ざっこくごはん
きびなごのあおのりあげ


