
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

 ｋcal
たん白質

 ｇ

ガパオライス 牛乳　とりにく　だいず たまねぎ　にんにく　ピーマン　ねぎ

（ガパオライスのたまご） たまご　ぶたにく あかピーマン　きピーマン　にんじん

かぶとみずなのちゅうかスープ かぶ　みずな　えのき

ささかまのさやまちゃあげ 牛乳　とりにく　みそ にんじん　だいこん　ごぼう　ねぎ

はるキャベツのしおこんぶあえ かまぼこ　しおこんぶ ほうれんそう　おちゃ　キャベツ

ごまみそうどん　かしわもち ささかまぼこ　あぶらあげ きゅうり

ほうれんそうサラダ 牛乳　ハム にんにく　しょうが　たまねぎ

とりにくとひよこまめのトマトに とりにく　 ほうれんそう　とうもろこし　にんじん

さわらののりマヨやき 牛乳　あぶらあげ こんにゃく　にんじん　ふき　しょうが

ほうれんそうのおひたし ひじき　さわら　とりにく みずな　ほうれんそう　もやし

おふのすましじる とうふ　あおのり　

うずらのたまごくしフライ 牛乳　ベーコン　ツナ マッシュルーム　キャベツ　にんじん

カリポリサラダ うずらたまごくしフライ たまねぎ　だいこん　きゅうり　

とりにくのしおこうじやき 牛乳　ちりめんじゃこ うめ　たまねぎ　にんじん

うのはな とりにく　おから　みそ えのき　ごぼう　ねぎ　しいたけ

しんじゃがとわかめのみそしる あぶらあげ　とうふ　わかめ ほうれんそう　

あげしゅうまい 牛乳　ぶたにく　みそ にんじん　にら　ねぎ　にんにく

チンゲンサイのナムル とうふ しょうが　しいたけ　たけのこ

マーボーどうふ チンゲンサイ　もやし　

あじフライ 牛乳　ベーコン グリンピース　とうもろこし　たまねぎ

アスパラサラダ あじ　とりにく　 にんじん　かぶ　みずな　キャベツ

かぶのコンソメスープ アスパラ　

イカのみそやき 牛乳　イカ　みそ にんにく　しらたき　にんじん　

ごぼうとじゃこのパリパリサラダ ぶたにく たまねぎ　しいたけ　こまつな

しんじゃがのそぼろに ちりめんじゃこ ごぼう　えだまめ

はるまき 牛乳　ぶたにく にんにく　しょうが　にんじん　ねぎ

だいこんときゅうりのちゅうかふうつけもの キャベツ　きくらげ　とうもろこし

とんこつラーメン メンマ　だいこん　きゅうり

はるキャベツのサラダ 牛乳　ぶたにく にんにく　しょうが　にんじん　セロリ

たまごとえんどうのスープ たまご　とりにく たまねぎ　スナップえんどう 　きゅうり

キャベツ　

かつおのしんたまソースかけ 牛乳　とりにく　とうふ たけのこ　にんじん　

ほうれんそうのごまあえ かつお たまねぎ　かぶ　えのき　みずな

かぶのみそしる みそ　あぶらあげ ほうれんそう　もやし　えだまめ

かきあげてんどん 牛乳　ちくわ たまねぎ　にんじん　ねぎ　みずな　

そうめんじる とりにく　かまぼこ かわちばんかん

かわちばんかん

タンタンそぼろどん 牛乳　ぶたにく　みそ しいたけ　ねぎ　しょうが　にんにく

ひじきのちゅうかサラダ こうやどうふ　とうふ チンゲンサイ　たけのこ　にんじん

チンゲンサイのちゅうかスープ ひじき　ツナ もやし　こまつな　きくらげ

はるキャベツのコールスローサラダ 牛乳　ぶたにく　ハム たまねぎ　キャベツ　にんじん　きゅうり

ゼリーポンチ とうもろこし　みかん　もも　りんご

若獅子カレー パイナップル

さけのしおやき 牛乳　さけ　とりにく たけのこ　こんにゃく　たまねぎ

こんさいのみそきんぴら なまあげ　ぶたにく にんじん　えだまめ　しいたけ

たけのこのうまに みそ ごぼう　れんこん　さやいんげん

フライドチキン 牛乳　とりにく にんじん　キャベツ　たまねぎ　

こまつなのソテー ウインナー　ベーコン こまつな　とうもろこし

ぷちぷちむぎスープ

しろみざかなのチリソースかけ 牛乳　やきぶた　ハム にんにく　ねぎ　しいたけ　にんじん

しおあじナムル メルルーサでんぷんつき ピーマン　しょうが　にら　みずな

たけのことにらのちゅうかスープ ぶたにく　とうふ もやし　たけのこ

ハンバーグのケチャップソース コーヒーミルク　牛乳 たまねぎ　にんじん　キャベツ

マカロニサラダ とりにく　ぶたにく レタス　セロリ　とうもろこし

しんじゃがとはるキャベツのスープ ウインナー　ハム

ホキのあおのりフライ 牛乳　ホキ　 しょうが　にんじん　たまねぎ

きりぼしだいこんのカレーしおこうじいため とりにく　たまご　とうふ ほうれんそう　きりぼしだいこん

むらくもじる ツナ　あおのり さやいんげん　にんにく

平　均 607 25.6

                     ５ 月 分 学 校 給 食 予 定 献 立 表

                  【目標】　みんなで楽しく何でも食べよう

                                             所沢市立明峰小学校

献      立      名 (黄) 主にエネルギーのもとになる食品

あぶら　かしわもち

8 月 ココアあげパン 牛乳

パン　あぶら　さとう

32.6

2 火 牛乳

うどん　ごま　こむぎこ

598 26.2
うどん

1 月 ごはん 牛乳

こめ　あぶら　さとう

636

615 23.2じゃがいも　ココア

ひよこまめ

25.5マヨネーズ　ふ

10 水
はるキャベツとツナの

スパゲティ
牛乳

スパゲティ　あぶら

601 24.6

9 火 ふきごはん 牛乳

こめ　あぶら　さとう

560

バター　さとう

26.8あぶら　さとう　ごま

12 金 ごはん 牛乳

こめ　しゅうまい

633

11 木
カリカリ

うめごはん
牛乳

こめ　じゃがいも

567

こむぎこ　パンこ

マカロニ　さとう

16 火 ごはん 牛乳

こめ　さとう　あぶら

27.6かたくりこ　さとう

あぶら

15 月
ピースコーン

ピラフ
牛乳

こめ　バター　あぶら

581 22.1

578 25.5じゃがいも　かたくりこ

23.8あぶら　はるまき

18 木 牛乳

パン　こむぎこ

633 23.1
カレーパン

17 水 ちゅうかめん 牛乳

ちゅうかめん　さとう

700

あぶら　パンこ

じゃがいも　さとう

28.7たけのこ
ごはん

かたくりこ　ごま

22 月 ごはん 牛乳

こめ　こめこ　あぶら

606 18.7こむぎこ　かたくりこ　さとう　

そうめん　さつまいも

19 金 牛乳

こめ　さとう　あぶら

582

28.2はるさめ　かたくりこ

むぎ

24 水 ごはん 牛乳

こめ　あぶら　さとう

656 23.3

23 火 ごはん 牛乳

こめ　あぶら　さとう

572

カレールウ

ゼリー

30.1かたくりこ

26 金
やきたて

ココアパン
牛乳

パン　ココア　はちみつ　むぎ　バター

613

25 木 ごはん 牛乳

こめ　さとう　あぶら

606

はるさめ　むぎ

30 火
こどもパン
スライス

コーヒー

ミルク

パン　パンこ　あぶら

19.7ホットケーキミックス　あぶら

さとう　こむぎこ　かたくりこ

29 月 チャーハン 牛乳

こめ　さとう　あぶら

560 26.4

26.6あぶら　かたくりこ

さとう

☆ 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。予めご了承ください。

☆ 給食セット（はし・マスク・ナプキン）は毎日持たせてください。

629 28.3さとう　じゃがいも

マカロニ　マヨネーズ

31 水 ごはん 牛乳

こめ　こむぎこ　パンこ

621

児童数

ちょっと早い

こどもの日献立

1・2年・かがやき 遠足

3・4年 遠足


