
1 日 809 ｋcal 28.9 ｇ

4 日 5 日 6 日 7 日 794 ｋcal 25.6 ｇ 8 日 846 ｋcal 36.3 ｇ

11 日 828 ｋcal 37.1 ｇ 12 日 790 ｋcal 31 ｇ 13 日 776 ｋcal 30.6 ｇ 14 日 874 ｋcal 36.7 ｇ 15 日 840 ｋcal 31.6 ｇ

18 日 19 日 896 ｋcal 39 ｇ 20 日 742 ｋcal 29.2 ｇ 21 日 845 ｋcal 24.1 ｇ 22 日 811 ｋcal 30 ｇ

25 日 770 ｋcal 33.3 ｇ 26 日 882 ｋcal 32 ｇ 27 日 791 ｋcal 33.1 ｇ 28 日 867 ｋcal 32.5 ｇ 29 日 763 ｋcal 28.5 ｇ

５月こんだてカレンダー 笹神中学校
平成27年5月

月 火 水 木 金

山菜ごはん
あつやきたまご

牛乳
笹だんご

ごまあえ
若竹汁

おもに体を作る食品
たまご　とうふ　わかめ
あぶらあげ　牛乳

おもに熱や力になる食品 こめ　さとう　ごま

おもに体の調子を整える食品
にんじん　わらび　ほうれんそ
う
きゃべつ　たけのこ　ねぎ

山菜汁
ヤスダのむヨーグルト 牛乳

ぶたにく　とうふ　ヨーグルト
いか　のり　あぶらげ
かまぼこ　牛乳

みどりの日 こどもの日 振替休日

中華まぜごはん うどん
コーンシューマイ いかのてんぷら
即席漬け いそかあえ
春雨スープ

こめ　むぎ　さとう　あぶら
はるさめ

うどん　あぶら

しいたけ　にんじん　たけのこ
こまつな　コーン　きゃべつ
きくらげ　はくさい　ねぎ

ほうれんそう　もやし　にんじ
ん
たけのこ　えのき　ねぎ

ごはん ごはん たけのこごはん 麦ごはん 背割りコッペパン
さばのみそ煮 たれかつ にしんの照り煮 春巻 チリコンカン
春きゃべつのおかかあえ ごぼうサラダ 春キャベツの風味あえ 春雨サラダ フルーツジュレあえ
春野菜の煮物 豆腐汁 青菜のみそ汁 マーボー丼の具 コンソメスープ
牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳

さば　とりにく　あつあげ
牛乳

ぶたにく　とうふ　牛乳
あぶらあげ　にしん　とうふ
牛乳

ぶたにく　たまご　とうふ
ハム　牛乳

ぶたにく　だいず　チーズ
牛乳

こめ　じゃがいも　さとう
こめ　あぶら　さとう　ごま
じゃがいも

こめ　ごま　じゃがいも こめ　むぎ　はるさめ　あぶら
ﾊﾟﾝ　さとう　あぶら　マカロ
ニ

きゃべつ　にんじん　もやし
たけのこ　ふき　ぜんまい
こんにゃく　きぬさや

ごぼう　にんじん　コーン
きゅうり　えのき　ねぎ

たけのこ　にんじん　きゃべつ
きゅうり　えのき　こまつな
しょうが

きゅうり　もやし　にんじん
メンマ　きくらげ　ねぎ　にら

たまねぎ　にんじん　みかん
もも　パイン　きゃべつ　セロ
リ
きゃべつ　しめじ

わらびのおひたし 切干大根サラダ ポテトビーンズサラダ
豚汁 もずく汁 ミニトマト ワンタンスープ

代休

ごはん ごはん 麦ごはん 米粉パインパン
ますの塩焼き 厚揚げのみそいため ポークカレー ピーマンメンチ
ふきのきんぴら

ます　さつまあげ　ぶたにく
とうふ　牛乳

ぶたにく　あつあげ　もずく
かまぼこ　牛乳

ぶたにく　牛乳 ぶたにく　あおだいず　牛乳

こめ　あぶら　さとう　ごま
じゃがいも

こめ　あぶら　さとう
じゃがいも

こめ　むぎ　あぶら　さとう
バター　じゃがいも

パン　あぶら　ワンタン
じゃがいも

牛乳 牛乳 牛乳 牛乳

にんじん　こんにゃく　ふき
ごぼう　だいこん　ねぎ

ごぼう　にんじん　たまねぎ
いんげん　わらび　きゃべつ
えのき　ねぎ　たけのこ

きりぼしだいこん　きゅうり
にんじん　たまねぎ　トマト

ピーマン　コーン　きゅうり
ほうれんそう　きくらげ　もや
し
メンマ　ねぎ

麦ごはん ごはん わかめごはん ごはん 米粉揚げパン
豚キムチ丼の具 さんまのオレンジ煮 えびとアーモンドのカレー揚げ スタミナ納豆 スパニッシュオムレツ
かぶのレモン漬け たくあんあえ 地場産ほうれん草のおひたし たけのことぜんまいの炒め煮 豆のカレーサラダ
豆腐の中華スープ 新じゃがの煮物 けんちん汁 絹さやのみそ汁 ミネストローネ
牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳
ヤスダヨーグルト 越後姫タルト
ぶたにく　とうふ　ヨーグルト
牛乳

さんま　ぶたにく　あつあげ
牛乳

わかめ　えび　とうふ　牛乳 なっとう　チーズ　さつまあげ
あぶらあげ　牛乳

たまご　だいず　ベーコン　牛
乳

こめ　むぎ　ごま　あぶら
さとう

こめ　さとう　ごま　じゃがい
も
あぶら

こめ　あぶら　さとう
アーモンド　じゃがいも

こめ　あぶら　さとう
じゃがいも　ごま

パン　あぶら　さとう
じゃがいも

はくさい　にら　にんじん
たまねぎ　かぶ　きゃべつ
たけのこ　きくらげ　ねぎ

きゃべつ　きゅうり　たくあん
しいたけ　たまねぎ　にんじん
こんにゃく　いんげん

ほうれんそう　にんじん　もや
し
だいこん　こんにゃく　ねぎ

こまつな　にんじん　たけのこ
ぜんまい　えのき　きぬさや

えだまめ　にんじん　きゃべつ
たまねぎ　トマト

今月の地場産物 米、ほうれん草（22日・27日） 


