
日 曜日 (黄) 主にエネルギーのもとになる食品 (赤） 主に体を作るもとになる食品 
ｴﾈﾙｷﾞｰ

ｋcal
たん白質

ｇ

とりにくのバーベキューやき パン　あぶら　さとう ぎゅうにゅう　とりにく

アスパラサラダ かたくりこ　マカロニ

ＡＢＣスープ

さばのぶんかぼし こめ　もちごめ　さとう ぎゅうにゅう　とりにく

ほうれんそうのおひたし あぶら　かしわもち かいそうミックス　みそ

かいそうのみそしる さばのぶんかぼし

かしわもち あぶらあげ

てづくりかきあげ うどん　さとう　かたくりこ ぎゅうにゅう　あぶらあげ

こまつなサラダ あぶら　こむぎこ　ごま ぶたにく　ウインナー

じゃがいも　

かつおフライ こめ　ごま　じゃがいも ぎゅうにゅう　わかめ

だいこんサラダ あぶら　さとう みそ　かつおフライ

じゃがたまじる あぶらあげ

ごまふうみサラダ こめ　さとう　こむぎこ ぎゅうにゅう　とりにく

そらまめ あぶら　バター　ごま

ぎょうざ こめ　ぎょうざ　あぶら ぎゅうにゅう　なまあげ

マーボーあつあげ さとう　かたくりこ　ごま ぶたにく　みそ　

こまつなのこうみあえ

スパイシーからあげ こめ　もちきび　ごま とりにく　こうやどうふ

こうやどうふのうまに あぶら　かたくりこ　 ぶたにく　あぶらあげ

ごまあえ さとう　

ボールビーンズ パン　あぶら　さとう ぎゅうにゅう　にくだんご

キャベツサラダ じゃがいも　ココア きなこ　だいず　

メヌケのさいきょうやき こめ　さとう　あぶら　ごま ぎゅうにゅう　こうやどうふ　だいず

きりぼしチャーシュー とりにく　あぶらあげ　やきぶた

すましじる メヌケのさいきょうづけ　わかめ

たこがたたこやき ちゅうかめん　さとう ぎゅうにゅう　ぶたにく

ピリカラサラダ あぶら　たこがたたこやき みそ　

つぼづけサラダ こめ　あぶら　はるさめ ぎゅうにゅう　ぶたにく

はるさめスープ さとう　 たまごやき　とりにく

あじフライ こめ　さとう　あぶら ぎゅうにゅう　とりにく　ひじき

からしあえ あぶらあげ　なまあげ　みそ

なまあげのみそしる あじフライ　

チリウインナー パン　あぶら　さとう　こめ ぎゅうにゅう　とりにく

パリパリサラダ しゅうまいのかわ ベーコン　とうにゅう

コーンリゾット ウインナー　わかめ

きくらげのちゅうかあえ こめ　さとう　かたくりこ ぎゅうにゅう　やきぶた

コンソメスープ あぶら　 ぶたにく　ベーコン

てりやきハンバーグ こめ　あぶら　かたくりこ ぎゅうにゅう　ハンバーグ

めかぶのねばりあえ さとう　 めかぶ　ぶたにく　とうふ

とんじる みそ　

ヤンニョムチキン こめ　かたくりこ　あぶら ぎゅうにゅう　とりにく

なすとピーマンのみそあえ さとう　ごま　トッポギ ぶたにく　みそ　

トッポギスープ

フレンチサラダ こめ　あぶら　カレールウ ぎゅうにゅう　ぶたにく

スマイルポテト スマイルポテト　さとう

はるまき ちゅうかめん　さとう ぎゅうにゅう　ぶたにく

カリポリサラダ あぶら　はるまき とうにゅう

ボロニアソーセージ こめ　むぎ　あぶら　さとう ぎゅうにゅう　とりにく

かぶのレモンあえ じゃがいも　マカロニ ボロニアソーセージ

ミネストローネ ベーコン　

キムチふうサラダ こめ　さとう　かたくりこ ぎゅうにゅう　ぶたにく

さわにわん あぶら　 かまぼこ　みそ

月平均 622 25.4

☆献立表について質問等がありましたら、南小学校　栄養士（ＴＥＬ　２９２２－３０３９）まで、ご連絡ください。

きびいり
ピースごはん

水

582
おちゃ　しょうが　たけのこ　もやし

木

おちゃ

しいたけ　たまねぎ　キャベツ

11

にんじん　しいたけ　えのきたけ

ながねぎ　にんじん　たけのこ

ごはん

チキン
ハヤシライス
（ごはん・ルウ）

牛乳

火 56216

                【目標】 　みんなでたのしく　なんでもたべよう                 所沢市立南小学校

献      立      名 (緑) 主に体の調子を整えるもとになる食品

令和５年度

10

564

金

9 火 606とうもろこし　わかめごはん
たまねぎ　にら　きゅうり　だいこん

27.62 火 たけのこ
ごはん

牛乳

19.6

12 27.3

にんじん　たまねぎ　にんにく

牛乳

にんじん　たまねぎ　ながねぎ

牛乳

こまつな　もやし　

牛乳1 月 こどもパン

牛乳

カレーうどん
（うどん・しる）

8 月

にんじん　たけのこ　ほうれんそう

もやし　だいこん　

しょうが　しいたけ　きゅうり

にら　しいたけ　にんにく　しょうが

28.5りんご　アスパラガス　キャベツ

にんじん　レタス　

580 22.2

もやし　キャベツ　きゅうり　トマト

25.0

しょうが　たまねぎ　にんにく

こまつな　とうもろこし　えだまめ

690

621

18 木

こまつな　きりぼしだいこん

きゅうり　

牛乳

にんじん　とうもろこし　もやし

だいずごはん 牛乳

しょうが　きゅうり　こまつな

28.5

17 水

オムライス

キムチチャーハン
（チャーハン・

たまご・ケチャップ）

みそラーメン
(めん・スープ)

22.6はくさいキムチ　きくらげ　しょうが

こまつな　たくあん　キャベツ　きゅうり

28.7ながねぎ　ごぼう　にら　にんにく

ピーマン　ながねぎ　にんじん　レモン

19 金

牛乳

もやし　

しらたき　だいこん　こまつな

22 月 バターロール 牛乳

たまねぎ　にんじん　とうもろこし

ひじきごはん 牛乳

にんじん　えだまめ　しいたけ

      ５ 月 分 学 校 給 食 予 定 献 立 表

24.2にんにく　しょうが　きゅうり　にら

もやし

15 月
ココアきなこ

あげパン
牛乳

たまねぎ　にんじん　トマト

625

25

トマト　キャベツ　きゅうり

24

木 ごはん 牛乳

23.7

547

629

667

555

700

22.1

27.9

637

ピーマン　あかピーマン　ながねぎ

23.7

675

とうもろこし　にんじん　たまねぎ

牛乳

ながねぎ　しいたけ　しょうが　こまつな23 火
あんかけ

チャーハン
（チャーハン・あん）

牛乳

キャベツ　たまねぎ　きくらげ　もやし

ピーマン　かぶ　キャベツ　レモン

水 595ごはん

牛乳

しょうが　こまつな　もやし

牛乳

しょうが　にんにく　たまねぎ　なす

金

☆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。

わかじしカレー
（ごはん・ルウ）

とんこつ
ラーメン

（めん・スープ）

☆材料の都合により献立を変更することがありますのでご了承ください。

牛乳

31 水 スタミナどん
（ごはん・ぐ）

牛乳

26

30 火

29 月

メキシカン
ピラフ

27.3

675

しょうが　マッシュルーム　そらまめ

こんにゃく　にんじん　キャベツ

ながねぎ　

こんにゃく　にんじん　はくさい

たまねぎ　トマト　キャベツ

きゅうり　トマト

602

にんじん　キャベツ　だいこん

23.6キャベツ　もやし　とうもろこし

はくさい　にんじん　チンゲンサイ

27.1

680 28.0

こんにゃく　にんじん　グリンピース

たけのこ　しいたけ　あかピーマン
たまねぎ　にんにく　しょうが　にんじん
ながねぎ　こまつな　きゅうり　キャベツ
とうがん　トマト　ごぼう　にら　しらたき

26.0

24.2きゅうり　とうもろこし

641

お米

家庭数

埼玉西武ライオンズ応援献立

こどもの日献立



日 曜日 (黄) 主にエネルギーのもとになる食品 (赤） 主に体を作るもとになる食品 
ｴﾈﾙｷﾞｰ

ｋcal
たん白質

ｇ

鶏肉のバーベキュー焼き パン　油　砂糖　片栗粉 牛乳　鶏肉　

アスパラサラダ マカロニ　

ＡＢＣスープ

鯖の文化干し 米　もち米　砂糖　油 牛乳　鶏肉　油揚げ　みそ

ほうれん草のお浸し 柏餅 さばの文化干し　海藻ミックス

海藻のみそ汁

柏餅

かつおフライ 米　ごま　じゃがいも 牛乳　わかめ　かつおフライ

大根サラダ 油　砂糖　 油揚げ　みそ

じゃが玉汁

ごま風味サラダ 米　砂糖　小麦粉　バター 牛乳　鶏肉　

空豆 油　ごま

餃子 米　餃子　油　片栗粉 牛乳　生揚げ　豚肉　みそ

麻婆厚揚げ 砂糖　ごま　

小松菜の香味和え

スパイシー唐揚げ 米　もちきび　ごま　油 鶏肉　豚肉　高野豆腐

高野豆腐の旨煮 片栗粉　砂糖　 油揚げ　

ごま和え

ボールビーンズ パン　油　砂糖 牛乳　きな粉　肉団子　大豆

キャベツサラダ じゃが芋　ココア

メヌケの西京焼き 米　砂糖　油　ごま 牛乳　鶏肉　高野豆腐　大豆

切り干しチャーシュー 油揚げ　メヌケの西京漬け

すまし汁 わかめ　焼き豚　

たこ型たこ焼き 中華麺　砂糖　油 牛乳　豚肉　みそ　

ピリ辛サラダ たこ型たこ焼き

つぼ漬けサラダ 米　油　春雨　砂糖 牛乳　豚肉　卵焼き　鶏肉

春雨スープ

あじフライ 米　砂糖　油 牛乳　鶏肉　ひじき　油揚げ

辛し和え 生揚げ　みそ　あじフライ

生揚げのみそ汁

チリウインナー パン　米　砂糖　油 牛乳　鶏肉　ベーコン　豆乳

パリパリサラダ しゅうまいの皮 ウインナー　わかめ

コーンリゾット

きくらげの中華和え 米　砂糖　油　片栗粉 牛乳　焼き豚　ベーコン

コンソメスープ 豚肉

照り焼きハンバーグ 米　油　砂糖　片栗粉 牛乳　ハンバーグ　めかぶ

めかぶのねばり和え 豚肉　豆腐　みそ

豚汁

ヤンニョムチキン 米　片栗粉　油　砂糖 牛乳　鶏肉　豚肉　みそ

なすとピーマンのみそ和え ごま　トッポギ

トッポギスープ

フレンチサラダ 米　油　スマイルポテト 牛乳　豚肉　

スマイルポテト 砂糖　カレールウ

春巻 中華麺　砂糖　油 牛乳　豚肉　豆乳　

カリポリサラダ 春巻　

ボロニアソーセージ 米　麦　油　砂糖 牛乳　鶏肉　ベーコン

かぶのレモン和え じゃが芋　マカロニ ボロニアソーセージ

ミネストローネ

キムチ風サラダ 米　砂糖　油　片栗粉 牛乳　豚肉　かまぼこ　みそ

沢煮椀

月平均 811 31.7

☆献立表について質問等がありましたら、南小学校　栄養士（ＴＥＬ　２９２２－３０３９）まで、ご連絡ください。

若獅子カレー
(ご飯・ルウ)

牛乳
914

22 月 バターロール

水 ご飯 牛乳

しょうが　小松菜　もやし　キャベツ

こんにゃく　人参　長ねぎ

ご飯 牛乳

しょうが　なす　ピーマン　玉ねぎ

33.8

28.918

火 わかめご飯 牛乳

木
オムライス

キムチ炒飯
（炒飯・卵・ケチャップ）

牛乳

ピーマン　長ねぎ　白菜キムチ

17 水

お茶　グリンピース　たけのこ

11 木 ご飯 牛乳

長ねぎ　人参　にら　たけのこ

16 火

12

34.2

金
きび入り

ピースご飯

☆材料の都合により献立を変更することがありますのでご了承ください。

15 月

火
メキシカン

ピラフ
牛乳

とうもろこし　人参　玉ねぎ　ピーマン

月 豚骨ラーメン
(麺・スープ)

人参　キャベツ　もやし　にんにく

23 火 あんかけ炒飯
（炒飯・あん）

牛乳

白菜　人参　チンゲン菜　長ねぎ

しいたけ　しょうが　キャベツ

玉ねぎ　もやし　きくらげ　小松菜

24

30

19 金 ひじきご飯 牛乳

人参　枝豆　しいたけ　白滝　大根

ココアきな粉
揚げパン

牛乳

玉ねぎ　人参　トマト　キャベツ

815 30.0もやし　とうもろこし

769小松菜　切り干し大根　きゅうり

10 水
チキン

ハヤシライス
（ご飯・ルウ）

牛乳

人参　玉ねぎ　にんにく　しょうが

827

754 33.7こんにゃく　しょうが　人参　もやし

しいたけ　玉ねぎ　キャベツ

902 35.0しいたけ　にんにく　しょうが

小松菜　もやし　

30.9マッシュルーム　トマト　もやし

きゅうり　空豆　キャベツ

お茶

玉ねぎ　にら　きゅうり　大根

816 24.2とうもろこし9

2 火 竹の子ご飯 牛乳

人参　たけのこ　ほうれん草

829 33.4
もやし　大根　

      ５ 月 分 学 校 給 食 予 定 献 立 表

令和５年度                 【目標】 　バランスのとれた食事を考えよう                 所沢市立南陵中学校

献      立      名 (緑) 主に体の調子を整えるもとになる食品

1 月 子供パン 牛乳

しょうが　玉ねぎ　にんにく　りんご

735 35.5アスパラガス　キャベツ　にんじん

レタス　

814

794 34.2

27.6

32.5

29.2

35.8

28.4

918

30.9

30.2

34.8

771

764

845

755小松菜　もやし　

牛乳

玉ねぎ　人参　とうもろこし　キャベツ

827きゅうり　

ごぼう　にら　にんにく　しょうが

きゅうり　小松菜　

人参　きくらげ　小松菜　しょうが

たくあん　キャベツ　きゅうり　レモン

牛乳

人参　とうもろこし　もやし　長ねぎ

794

766

たけのこ　白滝　しいたけ　きゅうり
赤ピーマン　にら　玉ねぎ　にんにく
しょうが　キャベツ　ごぼう　長ねぎ
小松菜　トマト　人参　冬瓜

とうもろこし

31 水 スタミナ丼
(ご飯・具)

牛乳

大豆ご飯 牛乳

人参　しいたけ　えのきたけ

玉ねぎ　トマト　キャベツ　きゅうり

みそラーメン
（麺・スープ）

かぶ　キャベツ　きゅうり　レモン

トマト

25 木

26 金

にら　しょうが　きゅうり　大根牛乳29

赤ピーマン　こんにゃく　人参

長ねぎ　白菜　にんにく

お米

家庭数

埼玉西武ライオンズ応援献立

こどもの日献立


