
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 
ｴﾈﾙｷﾞｰ
ｋcal

たん白質
ｇ

みずなのサラダ こめ　あぶら　さとう　 牛乳　ぶたにく

ジューシーフルーツ(かわちばんかん) おおむぎ　こむぎこ

バター

ささかまの狭山茶あげ うどん　あぶら　さとう あぶらあげ　ぶたにく

そらまめ（２コ） こむぎこ　こめこ ささかまぼこ　

かしわもち かしわもち

やきウインナー(２本) パン　あぶら　さとう 牛乳　ウインナー

ごぼうサラダ ごま　ごまドレッシング ハム　ぶたにく　

じゃがいもとベーコンのにもの じゃがいも　 ベーコン

さけのしおこうじやき こめ　あぶら　さとう 牛乳　とりにく　さけ

きりぼしだいこんのハリハリづけ もちごめ あぶらあげ　こんぶ

もずくのみそしる もずく　とうふ　みそ

(やきにく)　(ナムル) こめ　あぶら　さとう 牛乳　ぶたにく

わかめいりトッポギスープ かたくりこ　トッポギ みそ　とりにく

わかめ

とりにくのレモンソース こめ　あぶら　さとう 牛乳　ベーコン

いんげんのサラダ おおむぎ　バター とりにく　ハム

レタスとトマトのスープ かたくりこ　 たまご

たけのこのうまに こめ　あぶら　さとう 牛乳　とりにく　

さばのカレーやき ごま さば　みそ

ごまみそあえ

かぶのスープに パン　あぶら　さとう 牛乳　たまご

クリスプサラダ ホットケーキミックス　いちごジャム ぶたにく　ウインナー
じゃがいも　ワンタンのかわ

ぶたにくとアスパラのいためもの こめ　あぶら　さとう 牛乳　ぶたにく

ピリカラきゅうり かたくりこ　はるさめ とりにく

チンゲンサイとはるさめのスープ

かぶのそぼろに こめ　あぶら　さとう 牛乳　とりにく

さわらのさいきょうやき かたくりこ　ごま さわらのさいきょうづけ

こぶぴら こんぶ　ぶたにく

イタリアンサラダ スパゲティ　あぶら 牛乳　ぶたにく　

手づくりつぶつぶみかんゼリー さとう　バター 牛にく　チーズ

イカのたつたあげ こめ　あぶら　さとう 牛乳　とりにく　イカ

キャベツとかぶのしおこんぶあえ かたくりこ あぶらあげ　こんぶ

わかたけじる とうふ　わかめ

手づくりとうふシュウマイ こめ　あぶら　さとう 牛乳　ぶたにく

チャーシューサラダ おおむぎ　シュウマイのかわ なると　とうふ　みそ

フルーツアンニン かたくりこ　アンニンドウフ ひじき　やきぶた

あじのなんばんづけ こめ　あぶら　さとう 牛乳　あじ

いそあえ かたくりこ　 のり　ぶたにく

ごぼうとこんにゃくのにもの

チリビーンズ パン　あぶら　さとう コーヒーミルク　

ホキのこうそうやき こむぎこ　バター　はちみつ だいず　ぶたにく

マカロニサラダ パンこ　マカロニ　マヨネーズ ホキ　ハム

かつおの新たまソース こめ　あぶら　さとう 牛乳　かつお

シャキシャキづけ かたくりこ　ごま ぶたにく　みそ

とんじる じゃがいも　

アスパラサラダ こめ　あぶら　さとう 牛乳　ぶたにく

ジューシーフルーツ(かわちばんかん) カレールウ　 ハム

かいそうサラダ こめ　あぶら　さとう 牛乳　ぶたにく　

キャベツとあぶらあげのみそしる かたくりこ　 わかめ　あぶらあげ

みそ

しおやきとり こめ　あぶら　さとう 牛乳　ちりめんじゃこ

いとこんのみそあえ ごま　そうめん あぶらあげ　とりにく

そうめんじる みそ　かまぼこ

月平均 629 26.4

28.4こまつな　キャベツ　こんにゃく

☆はしは、毎日洗って持ってきましょう。　☆持ち物には名前を書きましょう。

※今月の給食費の振替日は８日(月)です。残高の確認をお願いします。

※食材入荷などの都合により、献立が変更になることがありますのでご了解ください。

607 23.2しょうが　キャベツ　とうもろこし

きゅうり　えのきたけ

31 水 いりこめし 牛乳

ごぼう　にんじん　しょうが

579

にんじん　アスパラガス

ジューシーフルーツ

30 火
ぶたどん

(ごはん・ぐ)
牛乳

しらたき　たまねぎ　にら

26.6たくあん　キャベツ　きゅうり　にんじん

だいこん　ごぼう　こんにゃく　ねぎ　　

26 金
若獅子カレーライス

(ライス・カレー)

牛乳

たまねぎ　キャベツ　きゅうり

642 24.6

30.6にんにく　トマト　とうもろこし

きゅうり　キャベツ　

25 木 ごはん 牛乳

しょうが　にんにく　たまねぎ　あさつき

692

24 水
コッペパン
スライス

コーヒー
ミルク

たまねぎ　にんじん　しょうが

668

24.6ねぎ　にんにく　しょうが　ピーマン　えだまめ

きゅうり　キャベツ　みかん　もも　パイン

23 火 ごはん 牛乳

ねぎ　ほうれんそう　もやし

650 27.4

22 月 チャーハン 牛乳

たけのこ　しいたけ　にんじん　たまねぎ

616

にんじん　こんにゃく　ごぼう　

しょうが

トマト　キャベツ　きゅうり　赤ピーマン

いんげん　とうもろこし　レモン　みかん

19 金 こぎつねずし 牛乳

ごぼう　にんじん　しいたけ　

26.2しょうが　ごぼう　にんじん

いんげん

18 木
スパゲティ
ミートソース

（スパゲティ・ぐ）
牛乳

にんじん　たまねぎ　マッシュルーム　にんにく

643 23.3

615 26.0しょうが　かぶ　キャベツ

たけのこ　

24.1たけのこ　アスパラガス　ねぎ　

きゅうり　チンゲンサイ　しょうが

17 水 ごはん 牛乳

かぶ　こまつな　こんにゃく

598

16 火 ごはん 牛乳

にんにく　にんじん　きくらげ

632

25.5しいたけ　こんにゃく　いんげん　

こまつな　キャベツ　もやし

15 月
やきたて

いちごパン
牛乳

いちご　にんじん　たまねぎ

633 24.1

12 金 ごはん 牛乳

たけのこ　ごぼう　たまねぎ　にんじん

641

かぶ　キャベツ　セロリ　

きゅうり　

11 木
むきたて

グリンピース
ピラフ

牛乳

にんにく　たまねぎ　とうもろこし　しょうが

631

27.9きりぼしだいこん　きゅうり　ねぎ

10 水
ビビンバ
(ごはん)

牛乳

しょうが　にんにく　もやし

625 31.8こまつな　にんじん　ねぎ

キャベツ　しめじ　

26.9グリンピース　レモン　キャベツ　きゅうり

いんげん　にんじん　トマト　レタス

牛乳

にんじん　たまねぎ　マッシュルーム

609

9 火
たけのこ
ごはん

牛乳

にんじん　たけのこ　さやえんどう　

575

8 月 くろパン 牛乳

たまねぎ　ごぼう　にんじん

702 25.9きゅうり　とうもろこし　いんげん

　　　　　　　　　  　 　　 　　５ 月 分 学 校 給 食 予 定 献 立 表
　令和５年度 【給食目標】　みんなで楽しく何でも食べよう 所沢市立和田小学校

献      立      名 (緑) おもに体の調子を整えるもとになる食品

たまねぎ　ねぎ　しいたけ　

そらまめ　

22.5にんにく　しょうが　だいこん

みずな　パプリカ　ジューシーフルーツ

2 火
きつねうどん
(うどん・しる)

お茶

お茶　にんじん　こまつな　

579 28.2

1 月
ハヤシライス

（ライス・ハヤシルー）

こどもの日献立

家庭数

うんどう会おうえん献立

八十八夜



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 
ｴﾈﾙｷﾞｰ
ｋcal

たん白質
ｇ

水菜のサラダ 米　油　砂糖 牛乳　豚肉
ジューシーフルーツ(かわちばんかん) 大麦　小麦粉

バター

笹かまの狭山茶あげ(２コ) うどん　油　砂糖 油揚げ　豚肉

じゃこサラダ 小麦粉　米粉 笹かまぼこ　

柏もち ごま　柏もち ちりめんじゃこ

焼きウインナー(２本) パン　油　砂糖 牛乳　ウインナー

ごぼうサラダ ごま　ごまドレッシング ハム　豚肉

じゃがいもとベーコンの煮物 じゃがいも　 ベーコン

鮭の塩こうじ焼き 米　油　砂糖 牛乳　鶏肉　鮭

切り干し大根のハリハリ漬け もち米 油揚げ　昆布

もずくのみそ汁 もずく　豆腐　みそ

(焼肉)　(ナムル) 米　油　砂糖 牛乳　豚肉

わかめ入りトッポギスープ 片栗粉　トッポギ みそ　鶏肉

わかめ

鶏肉のレモンソース 米　油　砂糖 牛乳　ベーコン

いんげんのサラダ 大麦　バター 鶏肉　ハム

レタスとトマトのスープ 片栗粉 卵

たけのこのうま煮 米　油　砂糖 牛乳　鶏肉

鯖のカレー焼き ごま 鯖　みそ

ごまみそ和え

かぶのスープ煮 パン　油　砂糖 牛乳　卵

クリスプサラダ ホットケーキミックス　いちごジャム 豚肉　ウインナー

ヨーグルト じゃがいも　ワンタンの皮 ヨーグルト

豚肉とアスパラの炒め物 米　油　砂糖 牛乳　豚肉

ピリ辛きゅうり 片栗粉　春雨 鶏肉

チンゲン菜と春雨のスープ

かぶのそぼろ煮 米　油　砂糖 牛乳　鶏肉

鰆の西京焼き 片栗粉　ごま 鰆の西京漬け

こぶぴら 昆布　豚肉

イタリアンサラダ スパゲティ　油 牛乳　豚肉

手作りつぶつぶみかんゼリー 砂糖　バター 牛肉　チーズ

イカの竜田揚げ 米　油　砂糖 牛乳　鶏肉　イカ

キャベツとかぶの塩昆布和え 片栗粉 油揚げ　昆布

若竹汁 豆腐　わかめ

手作り豆腐シュウマイ 米　油　砂糖 牛乳　豚肉

チャーシューサラダ 大麦　シュウマイの皮 なると　豆腐　みそ

フルーツ杏仁 片栗粉　杏仁豆腐 ひじき　焼き豚

鯵の南蛮漬け 米　油　砂糖 牛乳　鯵

磯和え 片栗粉 のり　豚肉

ごぼうとこんにゃくの煮物

チリビーンズ パン　油　砂糖 コーヒーミルク　

ホキの香草焼き 小麦粉　バター　はちみつ 大豆　豚肉

マカロニサラダ パン粉　マカロニ　マヨネーズ ホキ　ハム

かつおの新たまソース 米　油　砂糖 牛乳　かつお

シャキシャキ漬け 片栗粉　ごま 豚肉　みそ

豚汁 じゃがいも　

アスパラサラダ 米　油　砂糖 牛乳　豚肉
ジューシーフルーツ(かわちばんかん) カレールウ　 ハム

ポテトサラダ パン　油　砂糖 牛乳　チーズ　ベーコン

肉団子入りレタスのスープ バター　じゃがいも ボロニアソーセージ　ハム

キャラメルプリン マヨネーズ 肉団子　生クリーム

海藻サラダ 米　油　砂糖 牛乳　豚肉

キャベツと油揚げのみそ汁 片栗粉 わかめ　油揚げ

みそ

塩やきとり 米　油　砂糖 牛乳　ちりめんじゃこ

糸こんのみそ和え ごま　そうめん 油揚げ　鶏肉

そうめん汁 みそ　かまぼこ

◎本校では和田小から給食が届く親子給食です。今月の給食費の引き落としはありません。 月平均 812 33.9
　箸は給食室で用意しますので、持参の必要はありません。

32.7きゅうり　とうもろこし　いんげん

　　　　　　　　　  　 　　 　　５ 月 分 学 校 給 食 予 定 献 立 表
　令和５年度 【給食目標】　バランスのとれた食事を考えよう 所沢市立安松中学校

献      立      名 (緑) おもに体の調子を整えるもとになる食品

玉ねぎ　ねぎ　椎茸

キャベツ　きゅうり

28.4にんにく　生姜　大根

水菜　パプリカ　ジューシーフルーツ

2 火
きつねうどん
(うどん・汁)

お茶
お茶　人参　小松菜

729 35.5

1 月
ハヤシライス

（ライス・ハヤシルー）
牛乳

人参　玉ねぎ　マッシュルーム

773

9 火
たけのこ

ご飯
牛乳

人参　たけのこ　さやえんどう　

729

小松菜　人参　ねぎ

キャベツ　しめじ　

8 月 黒パン 牛乳
玉ねぎ　ごぼう　人参

892

11 木
むきたて

グリンピース
ピラフ

牛乳
にんにく　玉ねぎ　とうもろこし　生姜

34.9切り干し大根　きゅうり　ねぎ

10 水
ビビンバ
(ご飯)

牛乳
生姜　にんにく　もやし

792 40.3

794 34.2グリンピース　レモン　キャベツ　きゅうり

いんげん　人参　トマト　レタス

32.4椎茸　こんにゃく　いんげん　

小松菜　キャベツ　もやし

15 月
焼きたて

いちごパン
牛乳

いちご　人参　玉ねぎ

851 33.5

12 金 ご飯 牛乳
たけのこ　ごぼう　玉ねぎ　人参

831

かぶ　キャベツ　セロリ　

きゅうり　

30.6たけのこ　アスパラガス　ねぎ　

きゅうり　チンゲンサイ　生姜

17 水 ご飯 牛乳
かぶ　小松菜　こんにゃく

774

16 火 ご飯 牛乳
にんにく　人参　きくらげ

813

トマト　キャベツ　きゅうり　赤ピーマン

いんげん　とうもろこし　レモン　みかん

19 金 子ぎつね寿司 牛乳
ごぼう　人参　椎茸　

33.3生姜　ごぼう　人参

いんげん

18 木
スパゲティ
ミートソース

（スパゲティ・具）
牛乳

人参　玉ねぎ　マッシュルーム　にんにく

816 29.6

778 33.0生姜　かぶ　キャベツ

たけのこ　

30.6ねぎ　にんにく　生姜　ピーマン　枝豆

きゅうり　キャベツ　みかん　もも　パイン

23 火 ご飯 牛乳
ねぎ　ほうれん草　もやし

828 33.0

22 月 チャーハン 牛乳
たけのこ　椎茸　人参　玉ねぎ

779

人参　こんにゃく　ごぼう　

生姜　

39.1にんにく　トマト　とうもろこし

きゅうり　キャベツ　

25 木 ご飯 牛乳
生姜　にんにく　玉ねぎ　あさつき

893

24 水
コッペパン
スライス

コーヒー
ミルク

玉ねぎ　人参　生姜

848

人参　アスパラガス

ジューシーフルーツ

29 月 焼きサンド 牛乳
人参　きゅうり　玉ねぎ

33.8たくあん　キャベツ　きゅうり　人参

大根　ごぼう　こんにゃく　ねぎ　　

26 金
若獅子

カレーライス
(ライス・カレー)

牛乳
玉ねぎ　キャベツ　きゅうり

813 31.0

948 42.0レタス

29.6生姜　キャベツ　とうもろこし

きゅうり　えのきたけ

31 水 いりこ飯 牛乳
ごぼう　人参　生姜

737 35.8

30 火
豚丼

(ごはん・具)
牛乳

しらたき　玉ねぎ　にら

789

小松菜　キャベツ　こんにゃく

※食材入荷などの都合により、献立が変更になることがありますのでご了解ください。

こどもの日献立

家庭数

八十八夜


