
今月の目標：中学生に必要な栄養バランスのよい食事について知ろう。 

新緑のさわやかな季節となりました。新陳代謝が盛んになり、食欲も増し

て心身の成長がいちじるしい時期となりました。アスパラガス・たけのこ・

山菜など季節の食材を取り入れて、健康なからだ作りに役立つ給食になるよ

うに計画しました。また食べ方の学習の基となるように考えました。自分の

健康は自分で守りましょう。今月の行事食は、八十八夜と端午の節句祝い献

立です。 
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１日（火） 

発芽玄米入り香りごはん 

ますのぴりから焼き 

レタスのからし和え 

利休汁 抹茶プリン 

牛乳 小魚 
八十八夜です。立春からかぞえて

88 日目にあたる日で、茶摘み、

苗代のもみまきなど農作業の目

安とされています。 

７７９ｷﾛｶﾛﾘｰ ３４．８ｇ 

２日（水） 

端午の節句祝献立 

発芽玄米入り竹の子ご飯 

鶏肉の幽庵焼き 

ごぼうとアスパラ 

のサラダ 

なめこ汁 

柏餅 牛乳 小魚 
新鮮な竹の子をあく抜きして作りま

す。８１０ｷﾛｶﾛﾘｰ ３７．１ｇ 

７日（月） 

発芽玄米入りご飯 

白身魚の甘酢あんかけ 

じゃが芋のにんにく炒め 

春雨と小松菜のスープ 

果物（オレンジ） 

牛乳 ナッツ小魚 
 

 真田のアスパラがとれるようにな

ります。今が旬の食材を使います。 

８５３ｷﾛｶﾛﾘｰ３１．９ｇ 

８日（火）  

発芽玄米入り 

ターメリックライス 

キーマカレー 

シーフードサラダ 

きなこミルクビーンズ 

果物(ｵﾚﾝｼﾞ)牛乳 小魚 
 ターメリックは主にカレーに

使われる香辛料です。淡い黄色

で上品なライスです。 

９２７ｷﾛｶﾛﾘｰ ３７．６ｇ 

９日（水） 

発芽玄米入り青菜ご飯 

生揚げの 

にんじんソースかけ 

筍とわかめの煮物 

とん汁 果物（ｵﾚﾝｼﾞ） 

小魚 牛乳  

筍は米ぬかを使って給食室であく

抜きをします。筍は旬の今が一番お

いしい時です。 

７９２ｷﾛｶﾛﾘｰ ３２．１ｇ 

１０日（木） 

発芽玄米入りごはん 

カップエッグ 

じゃが芋のそぼろ煮 

豆腐のすまし汁 

納豆 牛乳  小魚 
  

 じゃが芋を油で揚げて、今が旬の

アスパラとそぼろ煮にします。納豆

にはカルシウムの吸収に重要なビタ

ミンKが含まれています。 

８１３ｷﾛｶﾛﾘｰ ３４．７ｇ 

１１日（金） 

発芽玄米入りご飯 

魚のフライタルタルソース 

フレンチサラダ 
真田汁 トマト 

小魚 牛乳 
鰆のフライです。ヨーグルトを使

ったヘルシーなタルタルソース作り

ます。ドレッシングは寒天を使って

ジェルドレッシングにします。 

８１８ｷﾛｶﾛﾘ ３２．９ｇ 

１４日（月） 

発芽玄米入りご飯 

お豆とハムのオムレツ 
ケチャップ 

もやしのカレーサラダ 

和風ポトフ 

牛乳 手作りふりかけ 
 白いんげん豆をやわらかく煮て、

無添加ロースハムと玉葱といっしょ

にオムレツにします。 

８００ｷﾛｶﾛﾘｰ ３１．９ｇ 

１５日（火） 

スタミナ焼き肉丼 
レタスと水菜のごま浸し 

ポテトの 

たらこマヨネーズ焼 

ミニトマト2個 

小魚 牛乳  
ゆでたじゃが芋にたらこを混ぜた

マヨネーズをかけて焼きます。焼い

てからパセリを散らします。簡単で

すが人気のメニューです。 

８６０ｷﾛｶﾛﾘｰ ３１．７ｇ 

１６日（水） 

発芽玄米入りご飯 

あじの竜田揚げ 

山菜の天ぷら添え

野菜のごま和え 

もずくのみそ汁 

みかんゼリー 

味付き小魚 牛乳 
 山菜は「こごみ」の予定です。地

域の方に摘んでいただきます。 

８２２ｷﾛｶﾛﾘｰ ３３．１ｇ 

１７日（木） 
発芽玄米入り 

じゃこわかめご飯 
信州サーモンのチーズ焼き  

キャベツと 

アスパラのサラダ 

すいとん汁 

果物（ｵﾚﾝｼﾞ） 

牛乳  
 

８４３ｷﾛｶﾛﾘｰ ３４．４ｇ 

１８日（金）19日は食育の日 

発芽玄米入りご飯 

きんぴらつくね 

     おろし添え 

梅ドレッシングサラダ 

わかめとせりのみそ汁

果物（メロン）ﾞ 

牛乳 小魚 
 真田のせりを入れたみそ汁で旬の

味と香りを学びます。 

７６７ｷﾛｶﾛﾘｰ ３３．６ｇ 

２１日（月） 

発芽玄米入りご飯 

酢豚     
もやしと青梗菜のナムル 

中華風卵スープ 

果物（オレンジ） 

牛乳  味付き小魚 
 小魚は毎日付きます。配膳やおか

ずの組み合わせで味付き小魚やくる

み小魚にもなります。 

７９９ｷﾛｶﾛﾘｰ３１．３ｇ 

２２日（火） 

発芽玄米入ひじきご飯

ビーンズサラダ 

にらせんべい  

きのこの沢煮椀 

牛乳 小魚 ミルメーク 

  

 地域のにらを使って、みそ味のに

らせんべいを作ります。給食ではた

くさんの量なのでフライパンでなく

オーブンで焼きます。 
７９８ｷﾛｶﾛﾘｰ ３３．１ｇ 

２３日（水） 

ポテトサラダサンド 

オレンジジュース 

チーズ 牛乳 

 
 

真田支会職員会総会〔午後〕 
 

支会職員会のため食器を使わない

給食です。 

７０５ｷﾛｶﾛﾘｰ ２２．８ｇ 

２４日（木） 

味噌ラーメン 

豆腐団子の古代米蒸し 

中華サラダ 

あずきゼリー 

小魚 牛乳 
 

小豆を煮て甘いゼリーを作りま

す。テストの疲れがとれますよう

に！ 

８４４ｷﾛｶﾛﾘｰ ３７．９ｇ 

２５日（金） 

発芽玄米入りご飯 

まーぼどうふ 

みたらしじゃが芋 

すき昆布のサラダ 

果物（晩柑） 

牛乳 小魚 
  

 

８２４ｷﾛｶﾛﾘｰ ２９．８ｇ 

２８日（月） 

発芽玄米入りご飯 

ビビンバの具 

わかさぎの唐揚げ 

鞍
くら

掛
かけ

豆の浸し豆 

果物（いちご）牛乳 
 

馬の鞍のような模様がついた豆は 
のり豆とも呼ばれる地域食材です。 

５月はレタス，にら、みつば、せり、

ねぎ、ふき、わらび、パセリ、玉葱

などの地域食材が給食に登場しま

す。７７３ｷﾛｶﾛﾘｰ３３．１ｇ 

２９日（火） 

発芽玄米入りご飯 

いかみりん 

トマトサラダ 

豆と野菜のスープ 

牛乳 小魚 
 

 トマトサラダのドレッシング 

玉葱みじん切り50g、パセリ、

サラダ油・薄口醤油・酢各20ｇ、

砂糖小さじ２、パプリカ少々・

粉寒天少々でジェル状にしま

す。８２２ｷﾛｶﾛﾘｰ ３０．５ｇ 

３０日（水） 

発芽玄米入り小豆ご飯 

美味
お い

だれ焼とり 

春の炊き合わせ 

大根と厚揚げのみそ汁 

果物（ォレンジ） 

小魚 牛乳 
 

上田の名物「美味だれ焼き鳥」

を給食でも取り入れてみます。

たれの試作に取り組みます。 

８０７ｷﾛｶﾛﾘｰ ３４．１ｇ 

３１日（木） 

発芽玄米入りご飯 
エビとみつばのかき揚ﾀﾚ 

切り干し大根の炒め煮 

かきたま汁 

果物（メロン） 牛乳 

 

かき揚げに真田のみつばと桜エビ

を使います。カルシウムが多くとれ

るのでいつもの小魚はありません。

小魚と同じカルシウムが多く含まれ

る食品を覚えましょう。 

８３６ｷﾛｶﾛﾘｰ ２８．８ｇ 

《いかみりん》 
 

赤いか250gは短

冊切りにして生姜と

酒で下味をつけ、でんぷんをつ

けて油で揚げます。じゃが芋３

００ｇは 1cm 厚さの短冊切り

にして揚げます。砂糖大さじ

2・醤油とみりん各大さじ 1・

水大さじ１を煮立て、水どきで

んぷんで少々とろみをつけたた

れで和えます。ごまをふります。

にんじんやアスパラ等他の野菜

を入れてもいいですね。 

 

今月1日の平均栄養摂取見込み量はエネルギー８１４ｷﾛｶﾛﾘｰ、たんぱく質３２．８ｇ脂肪２２．３ｇ、カルシウム４４５ｍｇです。 

 


