
主 食 牛乳 お か ず

 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

令和5年度 所沢市立富岡小学校

日 曜
献立名

主　な　食　品　名
エネルギー たん白質

黄 赤 緑

働く力や熱になる食品 血や骨や肉になる食品 体の調子を整える食品 kcal g

牛乳、ぶた肉、
チーズ、ベーコン、
なまクリーム

にんじん、たまねぎ、セロリ、
エリンギ、ピーマン、にんにく、
しょうが、トマト、だいこん、
ほうれんそう

591 25.4 

 2 火 さけごはん 牛乳

とりにくのねぎみそやき
きゅうりとかぶのオイルづけ
わかたけじる
かしわもち

こめ、さとう、あぶら、
かたくりこ、かしわもち

 1 月 スパゲッティ 牛乳
スパゲッティミートソース
コンソメスープ
てづくりココアプリン

スパゲッティ、あぶら、
バター、さとう

べにさけフレーク、
牛乳、とり肉、みそ、
とうふ、わかめ

ねぎ、きゅうり、かぶ、ほうれんそう、
たけのこ

607 24.3 

 8 月 ごはん 牛乳
わかじしカレー
グリーンサラダ
フルーツポンチ

こめ、あぶら、さとう、
カレールウ、ゼリー、
みずあめ

牛乳、ぶた肉
たまねぎ、きゅうり、キャベツ、みずな、
みかん、もも、りんご、パイン

629 23.6 

 9 火 だいずごはん 牛乳
カツオのしんたまソースかけ
ごまあえ
みそしる

こめ、もちごめ、さとう、
あぶら、かたくりこ、ごま

とり肉、あぶらあげ、
だいず、牛乳、カツオ、
みそ

にんじん、いんげん、しょうが、
にんにく、たまねぎ、はねぎ、ねぎ
こまつな、もやし、キャベツ、しめじ、

533 28.5 

10 水 ごはん 牛乳
イカのみそづけやき
かふうあえ
こうやどうふのうまに

こめ、さとう、はるさめ、
あぶら

コーヒーミルク、とり肉、
ツナ、たまご、ベーコン

にんにく、キャベツ、きゅうり、
たまねぎ、トマト

564 23.6 

２ねんせい　グリンピースのさやむき

牛乳、イカ、みそ、ハム、
ぶた肉、こうやどうふ、
あぶらあげ

にんにく、もやし、キャベツ、
にんじん、こんにゃく、たまねぎ、
たけのこ、しょうが

555 28.8 

11 木 くろパン コーヒー
ミルク

とりにくとじゃがいもの
　　　ハニーマスタードあえ
ツナサラダ
トマトとたまごのスープ

パン、じゃがいも、
あぶら、はちみつ、
さとう、かたくりこ

牛乳、ぶた肉、たまご、
のり、あぶらあげ、みそ

グリンピース、たまねぎ、だいこん、
しょうが、こまつな、もやし、キャベツ  561  25.9

15 月 ごはん 牛乳

しろみざかなのあまずあんかけ
きゅうりのちゅうかふう
　　　　　　　　　つけもの
ワンタンスープ

こめ、かたくりこ、
こむぎこ、あぶら、
さとう、
ワンタンのかわ

12

金
 ピースごはん 牛乳

てづくりハンバーグ
　　　　（おろしソース）
いそあえ
みそしる

こめ、きび、パンこ、
あぶら、さとう、
かたくりこ、じゃがいも

牛乳、ホキ、ぶた肉
しょうが、ねぎ、きゅうり、にんじん、
もやし、しいたけ、こまつな

507 21.5 

16 火 ちゅうかめん 牛乳
しょうゆラーメン
ジャンボしゅうまい
クラッシュゼリー

ちゅうかめん、さとう、
あぶら、かたくりこ、
しゅうまいのかわ

牛乳、ぶた肉、とうふ、
ホタテ

チンゲンサイ、にんじん、ねぎ、もやし、
とうもろこし、きくらげ、メンマ、
こまつな、たまねぎ、しょうが、
なつみかん、もも、パイン、りんご

682 30.7 

17 水 とりごぼう
ピラフ

牛乳
じゃがいものチーズやき
キャベツとパインのサラダ
たまねぎのスープ

こめ、バター、あぶら、
じゃがいも、マヨネーズ、
さとう

とり肉、ベーコン、牛乳、
チーズ

ごぼう、とうもろこし、たまねぎ、
ピーマン、キャベツ、きゅうり、
パイン、にんじん

602 18.9 

18 木 きなこ
あげパン

牛乳
とりにくのてりやき
アスパラサラダ
ポトフ

パン、さとう、あぶら、
かたくりこ、じゃがいも

きなこ、牛乳、とり肉、
ウインナー

しょうが、アスパラ、キャベツ、
きゅうり、たまねぎ、にんじん、セロリ

607 27.0 

３ねんせい　そらまめのさやむき

 19  金
ごはん

牛乳

ぶたにくのたつたあげ
きりぼしだいこんのいために
みそしる
そらまめ

27.4 

23 火 そぼろずし 牛乳
メヌケのさいきょうやき
ごぼうサラダ
すましじる

こめ、かたくりこ、
こむぎこ、あぶら、
さとう

牛乳、ぶた肉、
さつまあげ、
とうふ、みそ

しょうが、しらたき、にんじん、
いんげん、きりぼしだいこん、
しいたけ、えのき、たまねぎ、そらまめ

 623  30.1

22 月 うどん 牛乳
にくつけうどん
ささかまのいそべあげ
フルーツヨーグルト

24 水 ごはん 牛乳
しおぶたどん
バンサンスー
トッポギスープ

うどん、さとう、
こむぎこ、あぶら

牛乳、ぶた肉、
あぶらあげ、
ささかまぼこ、
あおのり、ヨーグルト

しょうが、しめじ、まいたけ、
にんじん、たまねぎ、ねぎ、
ほうれん草、しいたけ、みかん、
もも、りんご、パイン

547 

こめ、あぶら、ごま、
かたくりこ、はるさめ、
さとう、トッポギ

牛乳、ぶた肉、ハム、
たまご

ねぎ、もやし、にんにく、はねぎ、
レモン、きゅうり、にんじん、にら、
たまねぎ、しょうが、キムチ

553 24.9 

こめ、さとう、あぶら、
ごま、マヨネーズ

とり肉、たまご、牛乳、
メヌケさいきょうづけ、
とうふ

しょうが、にんじん、いんげん、
ごぼう、とうもろこし、キャベツ、
ほうれん草、ねぎ

561 25.9 

牛乳、ぶた肉、ベーコン、
だいず

キャベツ、きゅうり、とうもろこし、
たまねぎ、にんじん、トマト

582 23.8 

26 金 ごはん 牛乳
とりにくのやくみソースがけ
からしあえ
いりどうふ

こめ、あぶら、さとう、
かたくりこ

25 木 ナン 牛乳
じゃがいものふわふわあげ
フレンチサラダ
ポークビーンズ

ナン、じゃがいも、
スパイスドックミックス、
こむぎこ、あぶら、さとう

牛乳、とり肉、ぶた肉、
たまご、とうふ

しょうが、ねぎ、こまつな、もやし、
にんじん、しいたけ

565 31.3 

30 火 ちゅうかめん 牛乳
もやしラーメン
アメリカンドッグ
ラフランスゼリー

ちゅうかめん、あぶら、
かたくりこ、さとう、
ゼリー、
スパイスドックミックス、

牛乳、ぶた肉、ウインナー
にんじん、もやし、ねぎ、キャベツ、
しょうが、にんにく、たまねぎ

662 25.4 

31 水 ごはん 牛乳
ぎんさけのしおやき
ひじきのいために
みそしる

こめ、あぶら、さとう
牛乳、ギンサケ、だいず、
みそ、あぶらあげ、
ひじき、とうふ

にんじん、しらたき、しいたけ、
だいこん、こまつな、ねぎ

519 24.9 

19回

＊材料の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、食物アレルギー用の資料ではありません。ご心配な方はお問い合わせください。
＊この紙が不要になりましたら、「雑がみ」としてお出しください。「雑がみ」は貴重な資源です。
＊各献立のくわしい材料等が知りたい方は、富岡小学校までお問い合わせください。
（☎　04ー2942－0304　）

平均栄養量 582 25.9 


