
佐賀市中部学校給食センター

　　 　　　　 　 　

1群 2群 3群 ４群 5群 6群

肉・魚・卵 牛乳・小魚 穀物・イモ類

豆・豆製品 海藻類 砂糖

ご飯 牛乳 牛乳 米,強化米

すき焼き風煮 牛肉,豆腐 人参 白菜,大ねぎ,椎茸 こんにゃく,砂糖 油

ほうれん草オムレツ ほうれん草オムレツ

根菜の味噌汁 米みそ,麦みそ 人参 大根,ごぼう

ご飯 牛乳 牛乳 米,強化米

ビーフストロガノフ 牛肉 トマト 玉葱,マッシュルーム 砂糖 マーガリン

オリヴィエ・サラダ 鶏肉 人参 きゅうり じゃがいも マヨネーズ

パイン パイナップル

ご飯 牛乳 牛乳 米,強化米

プルコギ 牛肉 人参,にら 玉葱 砂糖 胡麻油

焼売 焼売

ﾌﾞﾛｯｺﾘｰとじゃがいものペッパー炒め ベーコン ブロッコリー じゃがいも マーガリン

わかめスープ わかめ 玉葱 ごま

ご飯 牛乳 牛乳 米,強化米

あじ磯の香チーズフライ あじ磯の香チーズフライ 油

アスパラガスソテー アスパラガス 黄パプリカ,しめじ 油

厚揚げとひき肉の甘辛炒め 厚揚げ,牛肉 玉葱 砂糖 胡麻油

茄子の胡麻和え ほうれん草,人参 なす,もやし 砂糖 ねりごま,ごま

かしわ餅 かしわ餅

ご飯 牛乳 牛乳 米,強化米

トマトソースハンバーグ ハンバーグ トマト 玉葱

フライドポテト パセリ じゃがいも 油

添え野菜 ブロッコリー

フルーツヨーグルト プレーンヨーグルト みかん,パイン,黄桃 砂糖

ご飯 牛乳 牛乳 米,強化米

白身魚のムニエル サワラ マーガリン

エビフリッター えびフリッター 油

野菜炒め 豚肉 人参,青ピーマン キャベツ,玉葱 油

オニオンスープ 人参,パセリ 玉葱

ご飯 牛乳 牛乳 米,強化米

豚肉の生姜焼き 豚肉 玉葱 砂糖 油

男爵コロッケ 男爵コロッケ 油

つみれのすまし汁 お野菜つみれ こねぎ 玉葱

うどん麺 牛乳 牛乳 うどん麺 油

鶏ごぼううどん 鶏肉,油揚 こねぎ 玉葱,ごぼう 砂糖

野菜かき揚げ 野菜かき揚げ 油

キャベツと豚肉の塩ダレ炒め 豚肉 こまつな キャベツ,しめじ,もやし,コーン 油

ご飯 牛乳 牛乳 米,強化米

ガパオライスの具 鶏肉 青ピーマン 玉葱,なす,赤パプリカ,たけのこ 油

いかナゲット いかナゲット 油

春雨の五目炒め 豚肉 人参 しめじ,きくらげ 春雨 油

チキンボールスープ ありたチキンボール ほうれん草
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栄養価
エネルギー

759kcal

736kcal

☆都合により、献立内容が変更になることがあります。

775kcal

791kcal

758kcal

814kcal

憲法記念日

みどりの日

こどもの日

献立名

体の組織を作る 体の調子を整える エネルギーになる

アレルギー


緑黄色野菜 
その他の野菜・果物 
脂質

11
水

797kcal

791kcal

839kcal

12
木

13
金

16
月

17
火

令和4年５月学校給食献立表

てっちゃん

カルちゃん

お箸・スプーン・

フォークは各自で

持参してください。

アレルギー表示記号

食物アレルギー対応食の提供については、魚介

類、甲殻類、果物類のみ対応しております。提

供にあたっては、申請書の提出や学校も交えた

面談等、事前の手続きが必要です。詳細は給食

センターへお問い合わせください。

TEL 0952-71-8090

食物アレルギー対応食について
５月の給食目標

生活リズムを整えよう

旬の食材

玉ねぎ、キャベツ

きゅうり、アスパラガス

カルちゃん

…落花生…エビ…牛乳・乳製品 …大豆…小麦 …卵 …カニ …そば

カルちゃん てっちゃん

端午の節句献立

ロシア料理

フランス料理

タイ料理



1群 2群 3群 ４群 5群 6群

肉・魚・卵 牛乳・小魚 穀物・イモ類

豆・豆製品 海藻類 砂糖

日
栄養価

エネルギー
献立名

体の組織を作る 体の調子を整える エネルギーになる

アレルギー


緑黄色野菜 
その他の野菜・果物 
脂質

ご飯 牛乳 牛乳 米,強化米

ポークビーンズ 豚肉,ミックスビーンズ 人参,トマト 玉葱 砂糖 油

青菜のｼｮｰﾄﾊﾟｽﾀ炒め ベーコン こまつな マカロニ 油

スクランブルエッグ スクランブルエッグ グリンピース

コーンスープ スキムミルク パセリ コーン,コーンクリーム

ご飯 牛乳 牛乳 米,強化米

鯖の胡麻味噌煮 さばゴマ味噌煮

茎わかめの金平 丸天 くきわかめ 人参 砂糖 油

がめ煮 鶏肉 人参,いんげん ごぼう,れんこん,椎茸 こんにゃく,里芋,砂糖 油

かきたま汁 卵 にら 玉葱

ご飯 牛乳 牛乳 米,強化米

油淋鶏（ユーリンチー） 鶏肉 こねぎ 砂糖 油,胡麻油

蒸し餃子 ギョーザ

温ナムル 人参 もやし 胡麻油

中華スープ 人参 玉葱,えのき

ご飯 牛乳 牛乳 米,強化米

チキンカレー 鶏肉 人参,トマト 玉葱,グリンピース,りんご 油,マーガリン

玉葱ときゅうりの和風サラダ 人参 玉葱,きゅうり,キャベツ,コーン 和風ドレッシング

手作り青りんごゼリー ゼリーの素(青りんご)

食パン 牛乳 牛乳 食パン

いちごジャム いちごジャム

グラタン スキムミルク,
シュレッドチーズ

人参 マッシュルーム,玉葱 マカロニ マーガリン

肉団子のチャップ煮 ミートボール 砂糖 油

もやしのガーリック炒め ウィンナー もやし 油

洋風スープ ベーコン 人参,パセリ セロリ,玉葱

ご飯 牛乳 牛乳 米,強化米

鶏のから揚げ 鶏肉 , 油

ほうれん草のおかか和え かつお節 ほうれん草,人参 えのき

野菜炒め 青ピーマン,人参 白菜 油

豆腐の味噌汁 豆腐,油揚,米みそ,合わせ味噌 こねぎ 玉葱

ご飯 牛乳 牛乳 米,強化米

酢豚 豚肉 青ピーマン,人参 たけのこ,玉葱,椎茸 砂糖 油,胡麻油

五目包子 五目包子

きくらげの卵炒め スクランブルエッグ しめじ,きくらげ 砂糖 油

春雨スープ かに風味かまぼこ 大ねぎ 春雨

ご飯 牛乳 牛乳 米,強化米

白身魚の香草フライ 白身の魚香草フライ 油

肉じゃが 牛肉 人参 玉葱,グリンピース じゃがいも,砂糖 油

ツナサラダ ツナ きゅうり,キャベツ,玉葱 マヨネーズ

ふりかけ ふりかけ（かつおみりん）

ジャージャー（麺） 牛乳 牛乳 中華めん 油

ジャージャー麺（汁） 豚肉,牛肉,赤だしみそ 玉葱,椎茸 砂糖 胡麻油

ローストンカツ ローストンカツ 油

牛肉と野菜の生姜炒め 牛肉 人参 キャベツ,玉葱 油

南瓜の煮物 栗かぼちゃ 砂糖

ご飯 牛乳 牛乳 米,強化米

焼き鳥丼の具（鶏肉の甘辛炒め） 鶏肉 大ねぎ 砂糖 油

焼き鳥丼の具（卵そぼろ） 炒りたまご

春巻き 春巻 油

小松菜のｿﾃｰ ベーコン こまつな 油

具沢山味噌汁 厚揚げ,米みそ,合わせ味噌 こねぎ ごぼう,玉葱
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867kcal

852kcal

815kcal
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☆衛生管理には十分注意をして、温かいものは温かく、冷たいものは冷たいままの状態で配送いたします。

☆給食費（1食250円）の中に牛乳代は含まれていません。

☆栄養価は牛乳を含めたエネルギー量です。

☆給食の準備・片付けについて☆

・食べ残しは、そのままの状態で返却してください。

・ソース、ふりかけ、牛乳のストローなどの袋、つまようじは、クラスに配るゴミ袋に入れてください。

中国料理

５月の献立について

フランス タイ 中国ロシア

・・・ ビーフストロガノフ

オリヴィエ・サラダ

・・・ 白身魚のムニエル ・・・ ガパオライス ・・・ 油淋鶏

蒸し餃子

中華スープ

●世界の料理

●端午の節句献立・・・１０日（火）

６日（金） １２日（木） １７日（火） ２０日（金）

●まごわやさしい献立・・・１９日（木）


