
ｴﾈﾙｷﾞｰ たん白質

kcal g

いりどうふ こめ　むぎ　あぶら 牛乳　たまご　ぶた肉

ぎんさわらのピリからやき さとう　ごま とうふ　ギンサワラ

みそドレッシングサラダ みそ

とり肉のやくみソースかけ こめ　もちごめ　さとう 牛乳　やきぶた　ホタテ

アスパラのツナサラダ あぶら　かたくりこ　 とり肉　ツナ　かまぼこ

すましじる　　　かしわもち かしわもち

ハヤシライス こめ　むぎ　じゃがいも 牛乳　ぶた肉　

キャベツとレンズまめのサラダ さとう　こむぎこ　あぶら ヨーグルト

ヨーグルト バター　レンズまめ

マーボーどうふ こめ　かたくりこ 牛乳　ぶた肉　とうふ

ツナぎょうざ さとう　あぶら　はるさめ みそ　ツナ

かふうあえ ぎょうざのかわ こむぎこ

タンドリーチキン パン　はちみつ　バター 牛乳　きなこ　とり肉

ひじきサラダ あぶら　ごま　 ヨーグルト　ひじき

やさいチャウダー さとう　こむぎこ ベーコン

うずらのたまごくしフライ こめ　むぎ　さとう 牛乳　かつおかくに　わかめ

ごまマヨネーズあえ あぶら　ごま　 あぶらあげ　かまぼこ　とり肉

わかたけじる マヨネーズ うずらのたまごくしフライ

かんとんめん ちゅうかめん　あぶら 牛乳　ぶた肉　かまぼこ

しゅうまい さとう　かたくりこ しゅうまい　やきぶた

きりぼしチャーシュー ごま

とり肉のしおこうじからあげ こめ　ごま　さとう 牛乳　とり肉

きりぼしだいこんのいために かたくりこ　あぶら さつまあげ　こんぶ

なめこじる とうふ　みそ

スパゲティミートソース スパゲティ　あぶら 牛乳　ぶた肉　

みずなのサラダ さとう バター チーズ　ツナ

かわちばんかん
ごもくたまごやき こめ　さとう　ごま 牛乳　あぶらあげ　

ごまあえ あぶら　マヨネーズ こうやどうふ　こんぶ　たまご

さわにわん とり肉　ぶた肉　かまぼこ

たけのこのうまに こめ　もちごめ　ごま 牛乳　あぶらあげ　とり肉

あまからとりつくね さとう　パンこ　 たまご　なっとう

なっとうあえ かたくりこ かつおぶし

わかじしカレー こめ　むぎ　あぶら 牛乳　ぶた肉　イカ

いかのこうそうやき さとう　カレールウ ツナ

ツナサラダ パンこ　マヨネーズ

とり肉のピザソースかけ こめ　むぎ　あぶら 牛乳　ベーコン　

ポテトサラダ さとう　じゃがいも　 とり肉　ハム

ABCスープ マヨネーズ　マカロニ

しんじゃがいものそぼろに こめ　さとう　あぶら とり肉　ひじき

アジフライ じゃがいも　かたくりこ アジ　ツナ

スパゲティサラダ　　 こむぎこ　パンこ　スパゲティ

きつねうどん うどん　さとう　こむぎこ 牛乳　とり肉　あぶらあげ

とりてん かたくりこ　あぶら わかめ　さつまあげ

ごもくきんぴら　てづくりピーチゼリー ごま かんてん

ぶたキムチどん こめ　むぎ　 牛乳　ぶた肉

かぶのあまずあえ かたくりこ　あぶら

トッポギのスープ さとう　トッポギ

てづくりコロッケ パン　じゃがいも　こむぎこ 牛乳　ぶた肉　ひじき

えだまめサラダ パンこ　あぶら　さとう　ごま ハム　とり肉

ファイバーミネストローネ マカロニ　むぎ　レンズまめ

かつおのやくみソース こめ　ごま　あぶら 牛乳　カツオ　とり肉

ひじきのいために かたくりこ　さとう　　 さつまあげ　ひじき

みそしる じゃがいも あぶらあげ　みそ

たんたんそぼろどん こめ　むぎ　あぶら 牛乳　ぶた肉　だいず

ワンタンとわかめのスープ さとう　かたくりこ みそ　わかめ

きよみオレンジ ごま　ワンタンのかわ とり肉

ぶた肉のしょうがいため こめ　あぶら　かたくりこ 牛乳　ぶた肉

ごぼうサラダ さとう　ごま　 あぶらあげ

じゃがいものみそしる マヨネーズ　じゃがいも わかめ　みそ

月平均 588 26.0

☆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。

☆献立表は、アレルギー用の資料ではありません。献立表についての質問がありましたら、中央小栄養士（℡２９９５－５６３１）までご連絡ください。

木 ふきごはん 牛乳

ふき　にんじん　しょうが　こんにゃく

567 27.9たけのこ　しいたけ　ねぎ　こまつな

キャベツ　もやし

19 金 むぎごはん 牛乳
たまねぎ　しょうが　キャベツ

629 30.6にんじん　きゅうり

8 月 むぎごはん 牛乳

にんじん　たまねぎ　セロリ　にんにく

638 23.7しょうが　キャベツ　ピーマン

28.3だいずもやし　ほうれん草

にんじん　オレンジ

530 25.0たまねぎ　キャベツ

　　『こどもの日
ひ

』は、「こどもの人格
じんかく

を重
おも

んじ、こどもの幸福
こうふく

をはかるとともに、母
はは

に感謝
かんしゃ

する」国民の祝日
こくみん　　　しゅくじつ

です。

　また、この日は昔
ひ　　　むかし

から、男の子
おとこ　　　こ

の成長
せいちょう

を祝
いわ

う『端午の節句
　たんご　　　　　せっく

』の日
　ひ

でもありました。

26 金 子供パンスライス 牛乳

たまねぎ　にんじん　もやし　えだまめ

641 28.5

30 火 むぎごはん 牛乳
しいたけ　ねぎ　にんにく　しょうが

610

キャベツ　セロリ　にんにく　トマト

29 月 ごはん 牛乳
しょうが　ねぎ　にんじん　えのき

25 木 むぎごはん 牛乳
キムチ　にんじん　たまねぎ　ねぎ

529 25.6たけのこ　しいたけ　しょうが　かぶ

かぶのは　にんにく　はくさい　きくらげ

24 水 うどん 牛乳

にんじん　たまねぎ　ねぎ　しょうが

23 火 ひじきごはん おちゃ
にんじん　ごぼう　おちゃ　

549 22.2

600 27.9にんにく　ごぼう　しいたけ

こんにゃく　もも

574 24.5たまねぎ　トマト　ピーマン　にんにく

えだまめ　キャベツ　セロリ

しらたき　たまねぎ　しいたけ　

さやえんどう　きゅうり　キャベツ

22 月
ピースコーン

ピラフ
牛乳

グリーンピース　とうもろこし　にんじん

26.1にんにく　トマト　みずな　キャベツ

きゅうり　かわちばんかん

17 水 こうやちらし 牛乳
にんじん　かんぴょう　しいたけ

541 24.7さやえんどう　ねぎ　こまつな　もやし

ごぼう　たけのこ　しめじ

16 火 スパゲティ 牛乳

たまねぎ　にんじん　セロリ　エリンギ

580

18

27.8たまねぎ　たけのこ　もやし　しょうが

にんにく　きりぼしだいこん　きゅうり

15 月
カリカリ

うめごはん
牛乳

うめ　えだまめ　しょうが　にんじん

574 21.1

12 金 むしちゅうかめん 牛乳
にんじん　チンゲンサイ　しいたけ

563

きりぼしだいこん　しいたけ

なめこ　たまねぎ

11 木
かつおたきこみ

ごはん
牛乳

にんじん　しらたき　しいたけ　

26.7とうもろこし　ほうれん草　たまねぎ

はくさい　かぶ

593 21.8さやえんどう　キャベツ　きゅうり　

とうもろこし　たけのこ　ねぎ

23.3しいたけ　たけのこ　たまねぎ　キャベツ

もやし　きゅうり　にんじん

10 水 きなこトースト 牛乳

しょうが　にんにく　きゅうり　にんじん

621

しいたけ　しょうが　ねぎ　アスパラ

キャベツ　とうもろこし　みつば

9 火 ごはん 牛乳
ねぎ　にら　にんにく　しょうが　

30.6しょうが　にんにく　キャベツ

きゅうり　もやし

2 火

ごもくちゅうか
ごはん

牛乳

たけのこ　しらたき　ごぼう　にんじん

649 28.0

1 月 むぎごはん 牛乳

にんじん　ねぎ　たけのこ　しいたけ

587

609

　　５　月　分　学　校　給　食　献　立　表

令和５年度 【
   

目標
   もくひょう       

】みんなで楽
  たの

しく何
　なん

でも食
　た

べよう 所沢市立中央小学校

日 曜日 献　　立　　名 （黄）おもにエネルギーのもとになる食品 （赤）おもに体をつくるもとになる食品 （緑）おもに体の調子を整えるもとになる食品

31 水 えだまめごはん 牛乳
えだまめ　にんじん　たまねぎ

キャベツ　しょうが　にんにく　

ごぼう　とうもろこし

580 25.6

５月５日

家庭数


