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（赤）おもに体をつくるもの （緑）おもに体の調子を整えるもの （黄）おもにエネルギーのもとになるもの

おもに脂質

バター

あぶら

とみあいきょうどうちょうりじょう

飽
田
東

富
合

ひ
おもにたんぱく質 おもに無機質 おもにカロテン おもにビタミンC おもに炭水化物

1 水

まるパン　ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう パン

魚・肉・卵・豆・豆製品 牛乳・小魚・海そう 緑黄色野菜 その他の野菜・きのこ・果物 穀類・いも類・さとう 油脂

ツナサラダ ツナ キャベツ・きゅうり さとう

コーンシチュー とりにく・いんげんまめ チーズ・ぎゅうにゅう にんじん たまねぎ・コーン じゃがいも

はるさめのすのもの にんじん キャベツ・きゅうり・コーン はるさめ・さとう ごま

こくとうビーンズ だいず こくとう

さばのしおやき さば

3 金

ぷちまるむぎごはん こめ・むぎ

かきたまじる たまご・ちくわ・かつお（だし） こんぶ（だし） にんじん・ねぎ たまねぎ・えのきたけ じゃがいも・でんぷん

2 木

ごはん　ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう こめ

にくじゃが ぶたにく・てんぷら・こうやどうふ にんじん たまねぎ・しいたけ じゃがいも・こんにゃく・さとう あぶら

ミルクパン

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

しおこんぶあえ しおこんぶ にんじん もやし・きゅうり ごま

7 火

むぎごはん　ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

6 月

いとかんてんのすのもの いとかんてん にんじん キャベツ

パリパリやきそば ぶたにく・いか・かまぼこ ねぎ キャベツ・たまねぎ・もやし・きくらげ チャーめん・でんぷん あぶら

パン

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

にんじんサラダ ツナ にんじん コーン・たまねぎ さとう あぶら

さとう ごま

とうふのみそしる とうふ・あげ・みそ いりこ（だし） にんじん・ねぎ たまねぎ・えのきたけ

さかなのねぎソースからめ ホキ ねぎ たまねぎ・しょうが こむぎ・でんぷん・さとう あぶら

こめ・むぎ

コッペパン　ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

まめのドライカレー ぶたにく・だいず にんじん たまねぎ・にんにく・しょうが あぶら

かみかみいりこナッツ いりこ さとう アーモンド

8 水

こめ

ラビオリスープ ベーコン チンゲンサイ・にんじん たまねぎ・しめじ ラビオリ

パン

いわしのおろしに いわし だいこん
9 木

ごはん　ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

トマトとあおじそのあえもの トマト・しそ たまねぎ さとう あぶら

すいとんじる あげ いりこ（だし） にんじん・ねぎ だいこん・しいたけ すいとんめん・じゃがいも

ハヤシライス ぎゅうにく・ぶたにく トマト・にんじん

じゃこまめサラダ だいず しらすぼし キャベツ・きゅうり さとう あぶら・ごまあぶら

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

10 金

パン

てづくりうめゼリー かんてん りんごかじゅう・うめかじゅう さとう

たまねぎ・しめじ・しょうが・にんにく こめ・むぎ・じゃがいも あぶら

きつねうどん あげ・かまぼこ・かつお（だし） こんぶ（だし） にんじん・ねぎ たまねぎ・しいたけ さとう・うどん
13 月

ミルクパン　ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

ごぼうサラダ にんじん ごぼう・もやし・きゅうり さとう ごま・ノンエッグマヨネーズ

いっしょくアーモンド アーモンド

ジャーチャンどうふ とうふ・ぶたにく・みそ にんじん・ねぎ たまねぎ・たけのこ・しいたけ・にんにく・しょうが さとう・でんぷん あぶら

むぎごはん　ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

15 水

まるパン　ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう パン

14 火

こめ・むぎ

てづくりひじきふりかけ しらすぼし・ひじき ごま・ごまあぶら

もやしのちゅうかあえ にんじん もやし・きゅうり さとう ごまあぶら

おさかなカツ あじ・たら たまねぎ パンこ あぶら

あぶら

ミネストローネ ベーコン チーズ トマト・にんじん たまねぎ・なす・セロリ・にんにく マカロニ・じゃがいも あぶら

コールスロー にんじん キャベツ・コーン

あぶら

ごはん　ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう こめ

スタミナぶたじる とうふ・ぶたにく・みそ にんじん・にら キャベツ・だいこん・ごぼう・にんにく

たくあんのごまあえ にんじん もやし・たくあんづけ ごま

あおのり たまねぎ じゃがいも・さとう あぶら

こんにゃく

17 金

ぷちまるむぎごはん　ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう こめ・むぎ

ざぜんまめ だいず こくとう・さとう

16 木
じゃがいものいそがらめ ベーコン

にらたまじる とうふ・たまご・かつお（だし） こんぶ（だし） にんじん・にら たまねぎ・えのきたけ でんぷん

レイシとぶたにくのいためもの ぶたにく・みそ たまねぎ・レイシ・しいたけ・にんにく はるさめ・さとう ごまあぶら

しょくパン　ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

サラダスパゲティ ツナ・ハム わかめ にんじん キャベツ・きゅうり・コーン・たまねぎ スパゲッティ・さとう あぶら

りんごジャム りんごジャム

20 月

こめ・むぎ

きびなごフライ きびなご パンこ あぶら

パン

ぶたにくのしょうがやき ぶたにく ピーマン しょうが・キャベツ・たまねぎ あぶら
21 火

むぎごはん　ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

うめかつおあえ かつおぶし もやし・きゅうり・ばいにく さとう ごま

22 水

つみれじる さかなのつみれ・とうふ・かつお（だし） こんぶ（だし） にんじん・ねぎ たまねぎ・えのきたけ

まるパン　ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

こめこのクリームスープ ベーコン チーズ・ぎゅうにゅう にんじん・かぼちゃ たまねぎ こめこ あぶら

パン・さとう

グリーンサラダ キャベツ・きゅうり・たまねぎ あぶら

ぎゅうにくコロッケ ぎゅうにく じゃがいも・パンこ

こうやどうふのあんかけ こうやどうふ・とりにく にんじん たまねぎ さとう・でんぷん あぶら
23 木

ごはん　ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう こめ

たまねぎ・にんにく・しょうが こめ・むぎ・じゃがいも あぶらポークカレー ぶたにく チーズ・ぎゅうにゅう にんじん

えだまめのすのもの きゅうり・えだまめ　 こんにゃく・さとう ごま

キャベツのみそしる あげ・みそ いりこ（だし） ねぎ キャベツ・たまねぎ

きりぼしだいこんのそくせきづけ にんじん キャベツ・きりぼしだいこん さとう ごま

フルーツミックス すいか・おうとう・パイン カクテルゼリー

じゃがいものトマトに とりにく トマト・にんじん たまねぎ・にんにく マカロニ・じゃがいも あぶら

24 金

パン

27 月

しょくパン　ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

こめ・むぎむぎごはん　ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

キャベツ・きゅうり あぶら・カシューナッツ

マーシャルビンズ マーシャルビンズ

かみかみチーズサラダ チーズ・しらすぼし にんじん

いわしのかんろに いわし さとう

たけのこのみそいため みそ にんじん たけのこ・たまねぎ・いんげん・きくらげ さとう あぶら

はっぽうどうふ とうふ・ぶたにく・かまぼこ にんじん・チンゲンサイ キャベツ・たまねぎ・たけのこ・しいたけ・しょうが でんぷん あぶら

だいこん・ごぼう・しいたけ こんにゃく

28 火

パン

29 水

コッペパン　ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

つぼんじる とりにく・とうふ・ちくわ・かつお（だし） こんぶ（だし） にんじん

あぶら

もも もも

ぎょうざ ぎょうざ

チンゲンサイ・にんじん たまねぎ・えのきたけ でんぷん ごまあぶら
30 木

タコライス（ごはん　ぐ　やさい）

もずくとたまごのスープ　

ぎゅうにゅう

ぶたにく・だいず チーズ

たまご・とうふ・かまぼこ・かつお（だし） もずく

ぎゅうにゅう

トマト・にんじん・ピーマン たまねぎ・にんにく・キャベツ・きゅうり こめ・むぎ・さとう あぶら

６月　こんだてひょう

きゅうしょくメモ

ひごまる

【レイシ】

よくかんでたべると

だくさんでるよ「だえき」

レイシは、４年生の理科に
出てくる「ツルレイシ」の
ことです。ほかにも、いろ
いろななまえをもっていま
す。
みなさんのおうちでは、
なんとよんでいますか？

だえきのこうか

◆胃ちょうにやさしい

よくかむと、消化を助ける

成分と、食べ物がまざり、

消化吸収がよくなります。

◆むしばよぼう
口の中に残った食べかすを
落としたり、酸性にかたむ
いた状態を元に戻したり
する働きがあります。

よくかんで

たべよう！！

早食い×
あまりかまないでのみこんで

しまわないように、おちつい

て、あじわってたべよう！

流し食べ×
水分で流しこんで食べるくせ

は、かまない原因になります。

食べ物をのみ込んでから、水

分をとるようにしましょう！

天明地区の


