
5月1日 （月） 5月2日 （火） 5月3日 （水） 5月4日 （木） 5月5日 （金）

5月8日 （月） 5月9日 （火） 5月10日 （水） 5月11日 （木） 5月12日 （金）

5月15日 （月） 5月16日 （火） 5月17日 （水） 5月18日 （木） 5月19日 （金）

主食

16kcal　　食塩相当量0.7 g　　野菜16g

コンソメスープ（ほうれん草・クルトン） 中華スープ（えのき・わかめ） コンソメスープ（ほうれん草・コーン） 味噌汁（玉葱・小松菜） 中華スープ（チンゲン菜・コーン）

卵・乳・小麦

16kcal　　食塩相当量1.5 g　　野菜8 g 13kcal　食塩相当量0.7 g　　野菜9g 10kcal　　食塩相当量0.8 g　　野菜15g 31kcal　　食塩相当量 1.5g　　野菜20g汁 / その他
乳・小麦 小麦 乳・小麦 小麦

ライス ライス シュークリーム ライス

394kcal　　食塩相当量 0g　　野菜 0g 394kcal　　食塩相当量 0g　　野菜 0g 108kcal　　食塩相当量 0g　　野菜0 g 394kcal　　食塩相当量 0g　　野菜 0g

オムレツ メンチカツ オレンジ＆リンゴ

482kcal　食塩相当量2.4 g　野菜 132g 567kcal　食塩相当量 2.8g　野菜158g 663kcal　食塩相当量 1.8g　野菜131g 344kcal　食塩相当量 1.8g　野菜192g 784kcal　食塩相当量 3.1g　野菜13g

小麦 卵・乳・小麦 乳・小麦 小麦

51kcal　　食塩相当量1.7 g　　野菜50g 25kcal　　食塩相当量 0.5g　　野菜8g

卵・小麦

394kcal　　食塩相当量 0g　　野菜 0g

中華風コーンスープ 味噌汁（油揚げ・インゲン）

青椒肉絲 マカロニサラダのための豚丼 白湯スープ餃子

棒餃子 白玉入りフルーツみつ豆 クワイ入りつくねの照り焼き

メイン

主食
394kcal　　食塩相当量 0g　　野菜 0g

汁 / その他

ライス

主食
ライス

350kcal　食塩相当量3g　野菜138 g 580kcal　食塩相当量2.3 g　野菜133g
メイン

ホキのガーリックフリッター 魚介のトマトパスタ

ミートソースペンネ チョコソースワッフル

卵・乳・小麦 卵・乳・小麦・エビ

汁 / その他

清汁（干椎茸・小松菜） コンソメスープ（玉葱・人参）

11kcal　　食塩相当量0.5 g　　野菜15 g 8kcal　　食塩相当量0.8 g　　野菜13g

コンソメポテト

卵・乳・小麦・エビ

メイン

ハンバーグ＆エビフライ プルコギ（韓国風焼肉）

小麦 乳・小麦

唐揚げ

チリビーンズライス イカと野菜の煮物 揚げ鶏と麻婆豆腐のがっつり丼

チキンソテーきのこ和風ソース

アスパラのツナ炒め

478kcal　食塩相当量 2.8g　野菜93 g

394kcal　　食塩相当量 0g　　野菜 0g

16kcal　　食塩相当量0.6 g　　野菜3 g

小麦

味噌汁（わかめ・玉麩）

352kcal   食塩相当量 2.9g　野菜132g 921kcal　食塩相当量2.1g　野菜105g 544kcal　食塩相当量 6.3g　野菜103g

小麦 卵・小麦・カニ 乳・小麦

ライス ライス

394kcal　　食塩相当量 0g　　野菜 0g

小麦

豚ニラ炒め

コーヒーゼリー

280kcal　　食塩相当量1.9g　野菜145g

乳

ライス

394kcal　　食塩相当量 0g　　野菜 0g

中華スープ（もずく・コーン）

20kcal　　食塩相当量0.7 g　　野菜13g

小麦

憲法記念日 みどりの日

麺の日
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こどもの日

よくばりごはん

よくばりごはん



5月22日 （月） 5月23日 （火） 5月24日 （水） 5月25日 （木） 5月26日 （金）

5月29日 （月） 5月30日 （火） 5月31日 （水）

　　Kcal　　食塩相当量 　　野菜量

394kcal　　食塩相当量 0g　　野菜 0g

味噌汁（小松菜・玉麩）

16kcal　食塩相当量 0.5g　　野菜8 g

豚肉の生姜焼き

ポテトサラダ

290kcal　食塩相当量1.3g　野菜131g

卵・乳・小麦

ライス

Information

　　メニュー名 　　　　※野菜総量には、果実・いも・きのこ類を含んでいます。

野菜を食べる事により、肌ツヤがよくなったり・疲れにくくなったり、イライラすることも軽減します。

小麦・卵・乳 好きではないから食べないのではなく、まずは1口食べてみるなど、少しでも食べられる努力をしましょう！

アレルギーの原因となることが知られている食品のうち、特に発症数や重篤度の高い７品目（小麦・卵・乳・エビ・カニ・落花生・そば）について赤字で表示しています。

※仕入れ等の都合上、やむを得ず食材を変更する場合があります。当日、食堂内のアレルギー表示もご確認頂けますようよろしくお願い致します。

汁 / その他

味噌汁（油揚げ・モヤシ） 杏仁フルーツ

32kcal　　食塩相当量0.5 g　野菜8g 37kcal　食塩相当量 0g　　野菜0 g

乳

主食

ライス

394kcal　　食塩相当量 0g　　野菜 0g

乳・小麦

メイン

ハンバーグﾃデミソース パーコー麺

ほうれん草とチーズのスクランブルエッグ エビシューマイ

407kcal　食塩相当量2.9 g　野菜40g 709kcal　食塩相当量8.7g　野菜25g

卵・乳・小麦 卵・小麦・エビ・カニ

汁 / その他
小麦 乳・小麦 小麦 乳

コンソメスープ（きのこ）

29kcal　食塩相当量0.8 g　野菜2 g 13kcal　　食塩相当量 0.8g　野菜10g 20kcal　　食塩相当量 0.7g　野菜7 g 94kcal　　食塩相当量0.2 g　野菜0g 12kcal　　食塩相当量1.5 g　野菜15g

済汁 （鶏肉・花麩） コンソメスープ（玉葱・クルトン） わかめスープ コーヒー牛乳

282kcal　食塩相当量2.1 g　野菜240g 690kcal　食塩相当量3.5 g　野菜101g 467kcal　食塩相当量 2.9g　野菜149g

ライス

卵・乳

主食
ライス ライス

394kcal　　食塩相当量 0g　　野菜 0g 394kcal　　食塩相当量 0g　　野菜 0g 394kcal　　食塩相当量 0g　　野菜 0g

876kcal　食塩相当量4.4 g　野菜118g

卵・小麦 卵・乳・小麦 小麦 卵・乳・小麦・カニ

～イベントのお知らせ～

メイン

サバのコチジャン焼き トンカツカレー 五目野菜炒め キムチクッパ ミートボールシチュー

ビーフン ごぼうの中華サラダ ミニ肉まん いももち プリン

439kcal　食塩相当量 2.6g　野菜30g

School Lunch  2023.5 ②

5/11.19.30

よくばりごはん

ボリューム&うまい！

のまんぷくメニュー、

一皿で二度うまい！

のよくばりメニュー、

をご用意いたします☆

カレーの日

数量限定

5/2（火）
夜営業にて

よくばりごはん



 

 

2023年 5月発行 

 

～5月 5日は端午の節句～ 

新緑のさわやかな季節となりましたね♪ 

新学期が始まり、1ヶ月が過ぎましたが、新しいクラスには慣れましたか？ 

５月は今まで緊張していた分、疲れが出てきたり体調を崩しやすい時期になります。 

毎日元気に過ごせるように、バランスのとれた食事と規則正しい生活を心がけましょう。 

 

骨の働きを知っていますか？ 

【五月病になりやすいタイプ】 

【幸せホルモンセロトニンを増やそう！】 

病気ではなく、ストレスや疲労が原因でなんとなく体調が悪い、 

学校に行きたくない、といった軽いうつ病のよう症状が現れます。 

① 乳製品 
5月 5日は「端午の節句」といって、 

昔から「ちまき」や「栢餅」を食べる習慣があります。 

「ちまき」は昔、中国から伝わったもので、 

邪気を払う意味があります。 

「柏餅」は江戸時代のころから食べられていて、 

柏の葉には代々、家が栄えるように… 

との願いが込められています。 

 

骨が体全体をしっかり支えていることは誰でも知っていると思いますが、 

そのほかにも次のような大切な働きをしています。 

今のうちから骨の健康に良い食事を心がけることが大切です。 

 

乳製品や小魚など「カルシウム」を多く 

含む食品や、カツオなどのカルシウムの 

吸収を高めるビタミンDを含む食品。 

インスタント食品や加工品、スナック

菓子、炭酸飲料に含まれるリンは 

カルシウムを排出してしまいます。 

 

食べ物で五月病対策をしよう！ 

②大豆製品 ③魚類（特に赤身） 

④ナッツ類 ⑤その他 

～骨のはたらき～ 

① カルシウムを蓄える 

骨はカルシウムの備蓄庫です。 

体内でカルシウムが不足すると骨のカルシウムを溶かして体内に供給します。 

 
②血液を作る 

骨の中に血液を作る組織があり、ここで血液は作られています。 

 ③臓器を守る 

肺を肋骨で保護するなど、体にとって大切な臓器を骨が保護しています。 

 

【骨に良い食品】 【骨に悪い食品】 

【五月病とは？】 

五月病の原因のひとつに、体内のセロトニン不足があります。 

このセロトニンは別名「幸せホルモン」とも呼ばれ、 

心身の安定や心の安らぎに関与しています。 

・几帳面      ・内向的      ・責任感が強い 

・完璧主義     ・周りを気にする  ・真面目 

 

【セロトニンを増やす食べ物】 

しらす 


