
令和５年度

日 曜日
おもにエネルギーの
もとになる食品(黄)

 おもに体をつくる
もとになる食品(赤)

ｴﾈﾙｷﾞｰ
 ｋcal

たんぱく質

ｇ

ハヤシライス 米　むぎ　あぶら　バター 牛乳　牛肉　ハム

ハムサラダ こむぎこ　さとう

　 ささかまぼこのいそべあげ 米　さとう　あぶら 牛乳　あぶらあげ　のり

からしあえ　すましじる こむぎこ　かしわもち ささかまぼこ　とり肉

かしわもち とうふ　かまぼこ

サワラのネギてりソースかけ 米　あぶら　かたくりこ 牛乳　サワラ　しおこんぶ

あさづけ さとう　じゃがいも とり肉　たまご

おやこに

みそラーメン ちゅうかめん　ごま　あぶら 牛乳　ぶた肉　みそ

じゃがまるくん じゃがいも　かたくりこ ハム　チーズ

アスパラのにんにくしょうゆかけ

とり肉のしょうがやき 米　さとう　あぶら 牛乳　とり肉　ツナ

カレーきんぴら　とんじる じゃがいも ぶた肉　とうふ　みそ

カラマンダリン

ポークビーンズ パン　あぶら　じゃがいも 牛乳　ぶた肉　ベーコン

げんきサラダ ごま　さとう　バター だいず　ハム　しおこんぶ

だいずのはな　かつおぶし

メルルーサののりごまフライ 米　さとう　こむぎこ　米こ 牛乳　とり肉　のり

おかかあえ あぶら　パンこ　ごま あぶらあげ　メルルーサ

こんさいじる かつおぶし　なまあげ

サケのこうみやき 米　さとう　あぶら 牛乳　サケ　ぶた肉

きりぼしだいこんのいために あぶらあげ　もずく

もずくじる とうふ

しおラーメン ちゅうかめん　あぶら 牛乳　ぶた肉　ハム

はるまき さとう　はるまき　はるさめ

はるさめサラダ

アジのなんばんづけ 米　きび　米こ　あぶら 牛乳　アジ　のり

いそかあえ かたくりこ　さとう かつおぶし　あぶらあげ

みそしる じゃがいも とうふ　みそ

チキンマカロニグラタン パン　マカロニ　あぶら コーヒーミルク　とり肉

かいそうサラダ こむぎこ　バター　さとう チーズ　牛乳　ぶた肉

やさいスープ じゃがいも かいそうミックス　わかめ

やきぎょうざ 米　むぎ　さとう　あぶら 牛乳　のり　ぶた肉

チョレギサラダ ごま　さとう　ぎょうざ とうふ　みそ

マーボーどうふ かたくりこ

米　あぶら　さとう　米こ 牛乳　ぶた肉

しゅうまいのかわ

パリパリサラダ カレールウ

イワシのあまからソースかけ 米　かたくりこ　米こ 牛乳　イワシ　とり肉

あおなのぽんずあえ あぶら　さとう　じゃがいも ちくわ

とりじゃが

ビビンバのぐ(ぶた肉・ナムル) 米　あぶら　さとう　ごま 牛乳　ぶた肉　みそ

トッポギいりわかめスープ トック とり肉　とうふ　わかめ

クラッシュゼリー

カツオのごまがらめ 米　かたくりこ　米こ 牛乳　カツオ　なっとう

なっとうあえ あぶら　さとう　ごま かつおぶし　かまぼこ

かきたまみそしる たまご　みそ

ミートソース スパゲティ　あぶら　さとう 牛乳　ぶた肉　チーズ

ツナサラダ ツナ　くきわかめ

さばのぶんかぼしやき 米　あぶら　さとう 牛乳　サバぶんかぼし

こうやどうふのうまに とり肉　こうやどうふ

みそしる あぶらあげ　みそ

ハニーレモンチキン バターロール　かたくりこ 牛乳　とり肉　ひじき

ひじきとおまめのいろどりサラダ 米こ　あぶら　はちみつ ツナ　だいず　ベーコン

ＡＢＣスープ　かわちばんかん さとう　ごま　マカロニ

イカのサラサあげ 米　あぶら　さとう 牛乳　とり肉　イカ

ごまあえ かたくりこ　米こ　ごま あぶらあげ　こうやどうふ

わかたけじる わかめ　とうふ　かまぼこ

月平均 633 26.2

若獅子
わ か じ し

カレー

701 22.5にら　にんにく　しょうが　きくらげ

きゅうり　キャベツ　たまねぎ

18 木
こども
パン

ｺｰﾋｰ
ﾐﾙｸ

たまねぎ　エリンギ　きゅうり　みずな

656

667 23.5こまつな　ごぼう22 月 ごはん 牛乳

たまねぎ　キャベツ　とうもろこし

26.6

27.0こまつな　にんにく　ながねぎ　しょうが

しいたけ

585 28.4キャベツ　たけのこ　みつば　しいたけ

しょうが

16 火
ちゅうか

めん
牛乳

にんじん　はくさい　もやし　ながねぎ

683 28.5にんじん　こまつな　たまねぎ　キャベツ

かわちばんかん

31 水
ふきいり
とりめし

牛乳

ふき　にんじん　ごぼう　ほうれんそう

もやし　にら　キャベツ

30 火
バター
ロール
パン

牛乳

レモン　にんにく　きりぼしだいこん

25.4キャベツ　みずな

29 月 ごはん 牛乳

しいたけ　にんじん　たけのこ　えだまめ

633 28.4

しょうが　ほうれんそう　にんじん　もやし

618

596 29.5たまねぎ　にら

26 金 スパゲティ 牛乳

にんじん　たまねぎ　エリンギ　トマト

595

26.0にんじん　キャベツ　セロリ

こまつな　だいこん　にんじん　ながねぎ

チンゲンサイ　ミックスドフルーツ　みかん

25 木 ごはん 牛乳

こまつな　キャベツ　もやし　にんじん

22.3キャベツ　レモン　こんにゃく　たまねぎ

24 水 ごはん 牛乳

しょうが　にんにく　いとこんにゃく　もやし

685 28.7

23 火 ごはん 牛乳

25.9こまつな　キャベツ　だいこん　ごぼう

れんこん　こんにゃく　ながねぎ

15 月 ごはん 牛乳

ながねぎ　しょうが　にんにく　にんじん

594 25.0

12 金
たけのこ
ごはん

牛乳

にんじん　たけのこ　さやえんどう

583

しいたけ　きりぼしだいこん　たけのこ

みつば

しょうが　にんにく　ごぼう　にんじん

596 28.1ピーマン　だいこん　こんにゃく

ながねぎ　こまつな　カラマンダリン

11 木
ガーリック
トースト

牛乳

にんにく　にんじん　たまねぎ　トマト

602 25.4キャベツ　きゅうり　とうもろこし

10 水 ごはん 牛乳

19 金
むぎいり
ごはん

牛乳

キャベツ　にんじん　とうもろこし　にら

ピーマン　こまつな　もやし　キャベツ

696

17 水
グリン
ピース
ごはん

牛乳

グリンピース　にんじん　たまねぎ

600

2 火
こぎつね

ずし
牛乳

しいたけ　にんじん　ごぼう　こまつな

676 27.0もやし　だいこん　えのきたけ　ながねぎ

28.2しょうが　たまねぎ　さやいんげん

9 火
ちゅうか

めん
牛乳

とうもろこし　キャベツ　もやし　ごぼう

634 24.5

8 月 ごはん 牛乳

ながねぎ　きゅうり　キャベツ　にんじん

620

ながねぎ　にんにく　しょうが　にら

グリーンアスパラガス

　　　　　　　　　５　月　分　学　校　給　食　予　定　献　立　表
　　　　【目標】 　みんなでたのしく　なんでもたべよう 所沢市立清進小学校

献      立      名
おもに体の調子を整える

もとになる食品(緑)

1 月
むぎいり
ごはん

牛乳

にんじん　たまねぎ　エリンギ　にんにく

639 24.0しょうが　キャベツ　とうもろこし

きゅうり

☆材料入荷の都合により献立が変更になることがありますのでご了承ください。
☆はしは、毎日洗ってもってきましょう。(スプーンが必要な日は給食室で用意をします。)

家庭数

こどもの日献立


