
　令和５年度

日 曜日 (赤）主に体を作るもとになる食品 (緑) 主に体の調子を整えるもとになる食品
ｴﾈﾙ
ｷﾞｰ

たん
白

とんどん 牛乳　ぶた肉　みそ こんにゃく　ねぎ　しょうが　にんにく

きりぼしだいこんのハリハリづけ こんぶ きりぼしだいこん　きゅうり　パイン

フルーツポンチ ミックスドフルーツ

とり肉のたつたあげ 牛乳　あぶらあげ にんじん　たけのこ　きぬさや

こまつなのごまあえ とり肉 しょうが　こまつな　もやし

かしわもち

ファイバーキーマカレー 牛乳　ベーコン ピーマン　たまねぎ　にんじん

ポテトサラダ ぶた肉　ハム ごぼう　りんご　きゅうり　とうもろこし

オレンジ オレンジ

はるまき 牛乳　やきぶた　 たけのこ　しいたけ　にんじん　

かふうサラダ なると ねぎ　キャベツ　もやし

ギンザケのしおやき 牛乳　かつおぶし　 そらまめ　こんにゃく　にんじん

そらまめ ちりめんじゃこ　ギンザケ たまねぎ　しいたけ　たけのこ

こうやどうふのそぼろに ぶた肉　こうやどうふ　 きぬさや

カツオのしんたまソース 牛乳　あぶらあげ にんにく　しょうが　たまねぎ

こまつなのからしあえ カツオでんぷんつき こまつな　もやし　えのき

じゃがいものみそしる みそ　

やきロングウインナー コーヒーミルク たまねぎ　キャベツ　きゅうり

グリーンサラダ ウインナー　とり肉 にんじん　かぶ　アスパラ

はるのクリームシチュー 牛乳　なまクリーム

ささかまのいそべあげ 牛乳　あぶらあげ　こんぶ にんじん　ふき　たけのこ　しいたけ

コーンサラダ とり肉　ささかまぼこ キャベツ　きゅうり　とうもろこし

だいこんのみそしる あおのり　みそ だいこん　ねぎ

ぶた肉のしょうがいため 牛乳　ぶた肉　 しょうが　たまねぎ　にんじん

くきわかめのサラダ くきわかめ　とり肉 だいこん　きゅうり　ねぎ　みずな

そうめんじる かまぼこ　 キャベツ

ジャージャーめん　たこやきポテト ぶた肉　みそ　タコ おちゃ　しょうが　にんにく　ごぼう

キャベツのちゅうかサラダ あおのり　かつおぶし たまねぎ　にんじん　たけのこ

りんごゼリー ハム しいたけ　ねぎ　チンゲンサイ　

サバのねぎみそだれ 牛乳　サバ　みそ ねぎ　こまつな　もやし　にんじん

こまつなのいそあえ のり　ぶた肉　こんぶ たまねぎ　こんにゃく

肉じゃが

ポトフ 牛乳　きなこ セロリ　たまねぎ　にんじん

ハムサラダ ぶた肉　ウインナー キャベツ　きゅうり　

ハム

てりやきハンバーグ 牛乳　ハンバーグ しょうが　ごぼう　にんじん　

ごぼうサラダ あぶらあげ　わかめ きゅうり　とうもろこし

じゃがいもとわかめのみそしる みそ　

とり肉のごまみそやき 牛乳　とり肉 グリンピース　にんじん　こんにゃく

ひじきのいために みそ　ひじき　とうふ たけのこ　たまねぎ　えのき

かきたまじる たまご　あぶらあげ

若獅子（わかじし）カレー 牛乳　ぶた肉 たまねぎ　キャベツ　にんじん

たまねぎシャキシャキ
               ドレッシングサラダ

ハム　ヨーグルト きゅうり　とうもろこし

ヨーグルト

アジフライ 牛乳　わかめ　アジ しょうが　きゅうり　だいこん　にんじん

やさいのリンゴすあえ あぶらあげ　みそ こんにゃく　ねぎ　ごぼう

こんさいじる ちりめんじゃこ

ミートソース 牛乳　ぶた肉 にんにく　たまねぎ　にんじん

ボロニアソーセージ チーズ　ハム マッシュルーム　トマト　セロリ

キャベツサラダ ボロニアソーセージ キャベツ　きゅうり

しろみざかなのおろしソース 牛乳　こんぶ　ぶた肉 しょうが　にんじん　しいたけ

こまつなのおひたし ホキでんぷんつき ねぎ　だいこん　こまつな　もやし

みかんゼリー

フレンチポテト 牛乳　だいず とうもろこし　にんじん　キャベツ

カラフルサラダ ぶた肉　ベーコン ビーマン　きゅうり　たまねぎ

カレービーンズ

しゅうまい 牛乳　しゅうまい チンゲンサイ　もやし　にんじん

チンゲンサイのナムル ぶた肉　みそ しょうが　にんにく　ねぎ　たけのこ

マーボーはるさめ しいたけ　きくらげ

◎　はしは、毎日洗ってもってきましょう。  平均 567 22.5

634 22.3

パン　フレンチポテト

ひよこまめ　あぶら　さとう

こむぎこ　バター　

◎ スパゲティの日には、フォークをもってきても、かまいません。 

642 26.224 水 ごはん 牛乳

ごはん31

スパゲティ

木 わかめごはん 牛乳 625 25.0

29 月
こんぶとぶたの
かくにごはん

火

521 20.4

こめ　あぶら　さとう　

かたくりこ　ゼリー

591 22.0

牛乳 565 26.9

牛乳

こめ　もちごめ　きび

ごま　さとう　あぶら

かたくりこ

牛乳

597 23.4

521 24.918 木 ごはん 牛乳

15.9

25.9

20.2

500 21.9

536 20.1

24.2

５月 分 学 校 給 食 予 定 献 立 表

献      立      名

月 ごはん 牛乳1 545

(黄) 主にエネルギーのもとになる食品

こめ　あぶら　さとう　

かたくりこ　ごま　ゼリー 23.5

土

10 牛乳水
ごはん

（しっとりふりかけ）

23.1

535

548

527 19.1

20.8

★給食の持ち帰りは食品衛生面から禁止となっています。

25

17 水 ちゅうかめん
さやま

茶

水 牛乳

金

30

20.7

23.8702

570

528

560

火 ごはん 牛乳

こめ　あぶら　さとう　

かたくりこ　そうめん

579

たけのこごはん
火 牛乳

チャーハン 牛乳火

牛乳月

506

ナン

ふきいりごはん

スライス
コッペパン

牛乳

ｺｰﾋｰ
ﾐﾙｸ

スライス
コッペパン

12

13

金

16

23 火 ピースごはん

22 月 ごはん

26

19 金 きなこあげパン 牛乳

牛乳

11 木 ごはん 牛乳

牛乳

こめ　もちごめ　さとう　

あぶら　さとう　かたくりこ

ごま　かしわもち

ナン　あぶら　さとう

こむぎこ　バター　じゃがいも

マヨネーズ

こめ　あぶら　はるさめ

はるまき　さとう

こむぎこ　

2

8

9

ちゅうかめん　あぶら

さとう　かたくりこ

じゃがいも　ゼリー

こめ　ごま　さとう　あぶら

かたくりこ　

こめ　あぶら　さとう　

かたくりこ　じゃがいも

パン　あぶら　さとう

じゃがいも　こむぎこ

バター

こめ　ごま　さとう　あぶら

はるさめ　かたくりこ

所沢市立北小学校　　　　　　　　　　　【目標】　みんなで　たのしく　なんでも　たべよう

こめ　あぶら　さとう　

カレールウ

こめ　あぶら　こむぎこ

パンこ　ごま　さとう

じゃがいも　むぎ

スパゲティ　あぶら

さとう　バター

こめ　さとう　かたくりこ

じゃがいも　あぶら

パン　あぶら　さとう

じゃがいも

こめ　さとう　ごま

かたくりこ　じゃがいも

こめ　さとう　あぶら

家庭数

こどもの日献立


