
　令和５年度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【目標】　みんなで楽しくなんでも食べよう 所沢市立東所沢小学校

日 曜日 (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
ｴﾈﾙｷﾞｰ

ｋcal
たん白

質       ｇ

ポークシュウマイ こめ　さとう　あぶら 牛乳　やきぶた にんじん　ピーマン　ねぎ　しいたけ

チンゲンサイのちゅうかサラダ トッポギ　かたくりこ しゅうまい　ハム きゅうり　チンゲンサイ　もやし　にら

トッポギスープ たまねぎ　にんにく　しょうが　キムチ

ささかまのいそべあげ こめ　もちごめ　あぶら 牛乳　とりにく　あぶらあげ にんじん　たけのこ　さやえんどう

キャベツのおかかあえ さとう　こむぎこ ささかま　あおのり　とうふ キャベツ　ほうれんそう　ねぎ

すましじる　　　かしわもち かしわもち かつおぶし　かまぼこ

ワンタンのパリパリサラダ こめ　あぶら　こむぎこ 牛乳　ぎゅうにく　 にんじん　たまねぎ　エリンギ

バター　さとう しょうが　にんにく　キャベツ　きゅうり

ワンタンのかわ　 とうもろこし　こまつな

アスパラとコーンのサラダ パン　バター　あぶら 牛乳　チーズ　ハム アスパラガス　とうもろこし　キャベツ

ミネストローネ さとう　マカロニ ベーコン　 たまねぎ　にんじん　セロリ

にんにく　トマト

とりにくのやくみソース こめ　あぶら　さとう 牛乳　とりにく しょうが　ねぎ　しらたき　にんじん

きりぼしだいこんのいために じゃがいも あぶらあげ　こんぶ きりぼしだいこん　しいたけ

みそしる わかめ　みそ キャベツ

やきウインナー パン　さとう　あぶら 牛乳　ウインナー　ツナ たまねぎ　キャベツ　きゅうり　みずな

ツナサラダ じゃがいも ベーコン　 にんじん　

コンソメスープ

さばのぶんかぼし こめ　さとう　じゃがいも 牛乳　さばのぶんかぼし こまつな　もやし　こんにゃく

こまつなのいそあえ あぶら のり　ぶたにく にんじん　たまねぎ

にくじゃが

はるさめスープ こめ　あぶら　さとう　ごま 牛乳　ぶたにく　みそ こんにゃく　しょうが　にんにく

ももゼリー はるさめ　かたくりこ なると こまつな　だいずもやし　にんじん

ねぎ　きくらげ　おうとう

かつおのしんたまソース こめ　ごま　かたくりこ 牛乳　あぶらあげ ふき　たまねぎ　そらまめ　かぶ

そらまめ こめこ　あぶら　さとう かつお　わかめ　みそ ねぎ

みそしる

ハムサラダ パン　あぶら　さとう 牛乳　きなこ　ハム キャベツ　きゅうり　とうもろこし

ポトフ じゃがいも ぶたにく　 にんじん　たまねぎ　セロリ

とりにくのねぎみそやき こめ　さとう　あぶら 牛乳　とりにく　みそ ねぎ　しょうが　キャベツ　こんにゃく

キャベツのしおこんぶあえ かたくりこ しおこんぶ　こうやどうふ にんじん　たまねぎ　しいたけ

こうやどうふのそぼろに ぶたにく　 たけのこ　さやいんげん

アスパラのグラタン パン　マカロニ　あぶら 牛乳　えび　チーズ たまねぎ　アスパラ　キャベツ

カラフルサラダ こむぎこ　バター　さとう とりにく　ベーコン あかピーマン　とうもろこし　レタス

レタスのスープ かたくりこ にんじん　えのきたけ

チキンサラダ こめ　あぶら　さとう ぶたにく　とりにく おちゃ　たまねぎ　キャベツ　きゅうり

フルーツポンチ カレールウ　はちみつ みかん　おうとう　パイン　りんご

はくとう

さけのこうそうやき こめ　むぎ　あぶら 牛乳　ベーコン　さけ にんじん　たまねぎ　セロリ

ポテトサラダ じゃがいも　さとう ハム　ぶたにく とうもろこし　にんにく　レモン

やさいスープ マヨネーズ きゅうり　キャベツ

あげぎょうざ ちゅうかめん　あぶら 牛乳　ぶたにく　ハム にんじん　キャベツ　もやし　たまねぎ

きりぼしだいこんのちゅうかサラダ ごま　さとう　ぎょうざ にら　にんにく　しょうが　とうもろこし

ねぎ　きくらげ　きりぼしだいこん　きゅうり

チキンカツ こめ　もちごめ　 牛乳　あぶらあげ グリンピース　みずな　もやし

みずなサラダ こむぎこ　パンこ　あぶら とりにく　ツナ　みそ たまねぎ　こまつな

みそしる さとう　

かぶときゅうりのこうみづけ こめ　あぶら　さとう 牛乳　ぶたにく　みそ ねぎ　しょうが　にんにく　しいたけ

ちゅうかコーンスープ ごま　かたくりこ こうやどうふ　とりにく きゅうり　かぶ　とうもろこし　はねぎ

たまねぎ

あげごぼうのごまあえ こめ　あぶら　ごま 牛乳　ぶたにく　とりにく ねぎ　もやし　にんにく　はねぎ

むらくもじる かたくりこ　さとう たまご　とうふ　 レモン　ごぼう　にんじん　こまつな

たまねぎ　しょうが

しゃきしゃきポテトサラダ スパゲティ　あぶら 牛乳　ベーコン　 にんにく　キャベツ　こまつな

手作りココアケーキ じゃがいも　さとう　ココア ちりめんじゃこ　ハム きゅうり　しらたき

ホットケーキミックス　バター たまご　

ぶたにくのしょうがいため こめ　あぶら　さとう 牛乳　ぶたにく　 たまねぎ　しょうが　こまつな

こまつなのからしあえ かたくりこ あぶらあげ　みそ もやし　ごぼう　にんじん　こんにゃく

じゃがいもだんごじる じゃがいもだんご

606 25.4

　 　　 5 月 分 学 校 給 食 予 定 献 立 表

献      立      名

1 月 チャーハン 牛乳 569 20.0

8 月 ハヤシライス 牛乳 662 22.6

2 火
たけのこ
ごはん

牛乳 673 27.0

10 水 ごはん 牛乳 556 27.6

9 火
やき

サンドパン
牛乳 574 24.8

12 金 ごはん 牛乳 630 27.1

11 木 コッペパン 牛乳 590 24.0

16 火 ふきごはん 牛乳 615 34.4

15 月 ビビンバ 牛乳 597 25.0

18 木 ごはん 牛乳 610 32.1

17 水
きなこ

あげパン
牛乳 589 25.8

20 土

　埼玉西武ライオンズ　選手の元気の源　「若獅子カレー」を食べて応援しよう！

わかじし
カレー

おちゃ 577 18.4

19 金 バターロール 牛乳 651 25.5

24 水 タンメン 牛乳 600 21.3

23 火
コーン
ピラフ

（むぎいり）

牛乳 621 27.2

26 金
たんたん

そぼろごはん
牛乳 592 23.7

25 木
ピースと

おあげのごはん
牛乳 602 27.9

30 火
はるキャベツ
のスパゲティ

牛乳 627 22.1

29 月 しおぶたどん 牛乳 609 27.3

 ☆ この献立表はすべての材料は記載されていません。お子さんが、アレルギーをお持ちの場合は必ず学校にお申し出ください。

 ☆ 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。

31 水 ごはん 牛乳 580 24.2


