
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
たん白質

g

ビビンバのぐ(にくいため・ナムル) こめ　むぎ　あぶら 牛乳　ぶたにく　みそ

トックスープ さとう　ごま　かたくりこ とりにく　たまご

トッポギ

ささかまぼこのいそべあげ うどん　あぶら　さとう 牛乳　ぶたにく　かまぼこ　

おかかあえ こめこ　こむぎこ かつおぶし　ささかまぼこ

かしわもち かしわもち のり　あぶらあげ

若獅子(わかじし)カレー こめ　あぶら　さとう 牛乳　ぶたにく　わかめ

かいそうサラダ カレールウ かいそうミックス

ポテトサラダ パン　あぶら　さとう 牛乳　とりにく

はるさめスープ きなこ　はるさめ ハム

じゃがいも

あじのしんたまソースかけ こめ　あぶら　さとう 牛乳　ぶたにく

いそあえ じゃがいも　かたくりこ さつまあげ　あじ

にくじゃが のり　

ごぼうサラダ スパゲティ　あぶら 牛乳　ぶたにく　ツナ

もものコンポート マヨネーズ　ごま

かたくりこ　さとう

とりにくのからあげ こめ　あぶら　さとう 牛乳　ちりめんジャコ

やさいのあえもの ごま　だんご　かたくりこ とりにく　あぶらあげ　

だんごじる

やきぎょうざ 　　こめ　あぶら　 牛乳　ぶたにく

きりぼしだいこんのちゅうかサラダ かたくりこ　ぎょうざ みそ　とりにく

なまあげチャーサイ ごま　さとう なまあげ

いかのパプリカあげ パン　あぶら　さとう 牛乳　にくだんご

グリーンサラダ パンこ　こめこ なまクリーム　いか

にくだんごのトマトに かたくりこ

メヌケのさいきょうづけやき こめ　あぶら　さとう 牛乳　あぶらあげ　とうふ

キャベツのしおこんぶあえ じゃがいも ぶたにく　みそ　しおこんぶ

とんじる メヌケさいきょうづけ

(オムライスようたまごやき) こめ　あぶら　さとう 牛乳　とりにく

じゃこサラダ じゃがいも　マカロニ オムライスようたまごやき

ABCスープ ベーコン　ちりめんジャコ

じゃがまるくん ちゅうかめん　あぶら 牛乳　ぶたにく

はるさめサラダ さとう　こめこ　はるさめ ハム　チーズ

じゃがいも　かたくりこ やきぶた

さけのしおやき こめ　むぎ　あぶら 牛乳　かまぼこ　たまご

なっとうあえ さとう　かたくりこ とうふ　さけ　なっとう

かきたまじる かつおぶし

コールスローサラダ パン　あぶら　さとう 牛乳　とりにく

マカロニのクリームスープ ホットケーキミックス　バター とうにゅう　チーズ

ココア　マカロニ　こむぎこ

ぶたにくのトマトソースかけ こめ　あぶら　さとう 牛乳　ツナ　とりにく

ほうれんそうサラダ じゃがいも ぶたにく　ハム

やさいスープ

ホキののりごまあげ うどん　あぶら　さとう 牛乳　ぶたにく　かまぼこ

こんさいのみそマヨネーズあえ こめこ　かたくりこ あぶらあげ　ホキ　のり

ごま　マヨネーズ みそ　

ヤンニョムチキン こめ　あぶら　さとう 牛乳　ぎゅうにく　

ナムル ざっこくまい　ごま わかめ　とうふ

わかめスープ かたくりこ とりにく

さわらのみそやき こめ　あぶら　さとう 牛乳　とりにく

あおなのぽんずあえ こうやどうふ　さわら

こうやどうふのうまに みそ

はるまき こめ　むぎ　あぶら 牛乳　とりにく

バンサンスー さとう　ぎょうざのかわ ぶたにく　ハム

ワンタンスープ はるまき　はるさめ

ドライカレー ナン　パンこ　バター 牛乳　ぶたにく

シャキシャキポテトサラダ こめこ　じゃがいも ハム

ひゅうがなつゼリー あぶら　ゼリー

月平均 578 25.7

たけのこ　にんじん　ほししいたけ

653 23.2ねぎ　しょうが　もやし

ほうれんそう　キャベツ　きゅうり

　　

☆ 材料の都合により、献立を変更する場合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。  持ち物には、必ず名前を書きましょう。 

557 25.0

きゅうり　しらたき

たまねぎ　にんじん　ピーマン

にんにく　しょうが　トマト　

火
サクサク

ココアパン
牛乳

24 水 ツナピラフ 牛乳

31 水

23

ナン

25 木 ごもくうどん 牛乳

牛乳

26 金
ごこくまい

ごはん
牛乳

30 火
ごもくちゅうか

ごはん
牛乳

ちんげんさい　キャベツ

とうもろこし　きゅうり

たまねぎ　にんじん  エリンギ

30.4590にんにく　ピーマン　セロリ

トマト　ほうれんそう　キャベツ

601

にんじん　たまねぎ　エリンギ

にんじん　たまねぎ　エリンギ

16 火

こまつな　ごぼう　しょうが　もやし

むぎごはん 牛乳

こまつな　にんじん　たまねぎ

22 月 キャベツ　もやし

キャベツ　ほうれんそう　こんにゃく

ちんげんさい　たけのこ　にんにく

しょうが　もやし　キャベツ

にんじん　はくさい　もやし　きくらげ

にんにく　セロリ　ごぼう

きゅうり　もも

11 木
スパゲティ

ミートソース
牛乳

12 金
うめジャコ

ごはん

559 25.6もやし　ほうれんそう　にんじん

ねぎ　にら　はくさい　だいこん

【給食目標】　みんなで楽しく、なんでも食べよう

献      立      名
おもに体の調子を整えるもとに

なる食品（緑）

所沢市立所沢小学校令和５年度

1 月
ビビンバ

(むぎごはん)
牛乳

きりぼしだいこん　しょうが　にんにく

597 21.8ちんげんさい　はくさい　とうもろこし

しょうが　きくらげ

10 水 ごはん 牛乳

にんじん　たまねぎ　しょうが　キャベツ

571 24.8ほししいたけ　しらたき　さやえんどう

にんにく　ねぎ　ほうれんそう　もやし

9 火
まっちゃ
あげパン

牛乳

まっちゃ　たまねぎ　にんじん　きゅうり

590 24.9しょうが　こまつな　キャベツ

8 月 ごはん 牛乳

たまねぎ　キャベツ　きゅうり

532 22.2

2 火
きつねうどん 牛乳

にんじん　ねぎ　たまねぎ　

19 金
ごもくあんかけ

ラーメン
牛乳

18 木
オムライス

(チキンライス)
牛乳

15 月 ごはん 牛乳

たまねぎ　にんじん　にんにく　トマト

27.0610

27.5

うめ　にんじん　だいこん　ねぎ

576 25.1こまつな　もやし　にんじん

しょうが

627 27.3

25.7574

25.5

583

524 27.0

27.9

たまねぎ　にんじん　こまつな　ねぎ

きゅうり　

しょうが　ごぼう　だいこん

たまねぎ　はくさい　にんにく

513

22.7

636 28.4

25.2

　　　　　　　　　　　５ 月 分 学 校 給 食 予 定 献 立 表

ごぼう　ねぎ　こんにゃく

キャベツ　かぶ　きゅうり

キャベツ　にんじん　たまねぎ

しょうが　にら　たけのこ　きゅうり

ほししいたけ　きりぼしだいこん

625

17 水
たけのこ
ごはん

牛乳 506

こくとうパン 牛乳

みずな　キャベツ　きゅうり　エリンギ

たけのこ　にんじん　だいこん

にんじん　たまねぎ　エリンギ

キャベツ　セロリ　にんにく

こまつな　

牛乳

しめじ　マッシュルーム　とうもろこし

29 月 ごはん 牛乳

にんじん　たけのこ　こんにゃく　キャベツ

530 27.4たまねぎ　ほししいたけ　しょうが　もやし

さやいんげん　にんにく　ほうれんそう　レモン

家庭数

子どもの日献立

はし１本ずつ、はしばこにも必ず名前を書きましょう!!

5～6年生 ３
1～4年生 ２


