
れいわ がんねん

令和

日 こ ん だ て め い ｴﾈﾙｷﾞｰ たんぱくしつ おもにからだをつくるしょくひん おもにちからやねつになるしょくひん おもにからだのちょうしをととのえるしょくひん 調味料その他

曜 しゅしょく のみもの  お  か  ず Kcal g （ぎゅうにゅう・にく・さかな・まめ・かいそうなど） （こめ・パン・めん・さとう・あぶらなど） （やさい・くだもの・きのこ・など）

１
月

２
火

３
水

４
木

５
金

ごま むぎごはん こめ・むぎ

８ ふりかけ 412 15.0 サケフレーク・青のり ごま 酒

月 みそしる こうやどうふ・ワカメ・みそ
たけのこ（水煮）・かんぴょう
（乾）・ほうれん草（冷）

けずりぶし

ひじきごは
ん 干しひじき・大豆（茹で） こめ・こめぬか油・三温糖 たけのこ（水煮）・干し椎茸 出し用こんぶ・酒・白しょうゆ・みりん

９ 322 9.9 薄口しょうゆ・塩・こいくちしょうゆ・酒

火 すましじる とうふ（冷）・ワカメ 白玉麩・でんぷん ほうれん草（冷）
けずりぶし・塩・こいくちしょう
ゆ・うすくちしょうゆ・酒

むぎごはん こめ・むぎ こめ・むぎ

１０ のりのつくだに 400 13.5 きざみのり 三温糖 こいくちしょうゆ・みりん

水 ごじる とうふ（冷）・大豆（茹で）・みそ ごま油 切り干し大根・干し椎茸・ほうれん草（冷） けずりぶし

ワカメごはん 炊き込みわかめ（乾） こめ・むぎ

１１ はるさめスープ 317 7.8 はるさめ 小松菜（冷）・ホールコーン（缶） けずりぶし・酒・塩・こしょう

木 こいくちしょうゆ・うすくちしょうゆ

ツナ（水煮） こめ・むぎ・米サラダ油・バター ホールコーン（缶） 酒・塩・こいくちしょうゆ・うすくちしょうゆ

１２ 314 12.5

金 みそしる
とうふ（冷）・油揚げ（冷）・み
そ・ワカメ

小松菜（冷）・ホールコーン（缶） けずりぶし

スパゲッテイ ぎゅうにゅう ビーンズソース ぶたももひき肉 スパゲッテイ・こめぬかあぶら たまねぎ・しょうが・にんにく 塩・赤ワイン・トマトケチャップ・しょうゆ

１５ 696 25.0 大豆（茹で） 小麦粉・こめぬか油 にんじん
トマトピューレ・トマトペースト・中
濃ソース・ウスターソース・塩・こ
しょう

月 やさいサラダ こめぬか油 キャベツ・きゅうり・にんじん・ピーマン・玉ねぎ 酢・塩・こしょう

むぎごはん ぎゅうにゅう こめ・むぎ・こめぬか油 にんにく・たまねぎ・にんじん・しょうが カレー粉・ウスターソース・中濃ソース

１６ カレー 豚もも肉 じゃがいも・小麦粉 しょうゆ・トマトケチャップ・塩・こしょう・赤ワイン

火 724 21.3

オニオンドレッシングサラダ
こめぬかあぶら

きゅうり・にんじん・キャベ
ツ・　切り干し大根・ホール
コーン（缶）・玉ねぎ

酢・塩・こしょう

たけのこごはん ぎゅうにゅう とりモモ肉・油揚げ こめ・なたねあぶら
たけのこ（水煮）・にんじ
ん・さやえんどう

こんぶ・酒・白しょうゆ・みりん

１７ とりにくのお茶めあげ 523 25.2 とりモモ肉 こめ粉・こめぬか油・三温糖・小麦粉 しょうが・煎茶（粉） 酒・しょうゆ・塩・黒コショウ

水 いそかあえ きざみのり 小松菜・もやし・にんじん 酒・みりん・しょうゆ

ごま うめちりご
はん

ぎゅうにゅう ちりめんじゃこ こめ・むぎ・ごま うめぼし（乾燥）

１８ あつあげのにもの 575 21.6 生揚げ 三温糖 けずりぶし・酒・みりん・しょうゆ

木 きりぼしだいこんのはりはりあげ 三温糖 きゅうり・切り干し大根・にんじん 塩・酢・しょうゆ・うすくちしょうゆ

くだもの（１/4こ） かわちばんかん

ホットピ
ザサンド

ぎゅうにゅう ハム・チーズ コッペパン・こめぬか油 にんにく・ピーマン・たまねぎ
塩・こしょう・トマトケチャッ
プ・ピザソース

１９ コーンクリームスープ とりモモ肉・牛乳・生クリーム こめぬか油・小麦粉 にんじん・コーンクリーム・ホールコーン 白ワイン・塩・こしょう

金 658 23.5 こむぎこ・バター・こめぬか油 玉ねぎ

くだもの（１／４こ） サンフルーツ

ごま
カムカム
ライス

ぎゅうにゅう 油揚げ・大豆（蒸し煮）・炒り大豆
こめ・むぎ・こめぬか油・
三温糖・ごま

にんじん 酒・みりん・うすくちしょうゆ

２２ わかさぎのからあげ 597 23.4 わかさぎ でんぷん・なたね油 しょうゆ・酒・みりん・カレー粉

月 きゅうりのうめふうみづけ
ベニバナ油・ごま油・なたね
油・上白糖

きゅうり・生姜・ねぎ・梅肉 豆板醤・うすくちしょうゆ・酢

むぎごはん ぎゅうにゅう こめ・むぎ

２３ とうふ・ぶたももひき肉 豆板醤・酒・しょうゆ・塩

火 ぶたひきにくととうふのにもの 593 24.6

ナムル じょうはくとう もやし・きりぼしだいこん・こまつな・にんにく しょうゆ
ソースやき

そば
ぎゅうにゅう むしちゅうかめん・こめぬか油 にんじん・もやし・きゃべつ・ピーマン 中濃ソース・ウスターソース・塩・こしょう

２４ やきじゃがコロッケ 543 22.9 ぶたももひき肉・粉チーズ・牛乳 玉ねぎ・にんじん 塩・こしょう

水 くだもの（１こ） れいとうみかん

卵
こどもパン
スライス ぎゅうにゅう セルフバーガー こどもパン

２５ （こどもパン・ハンバーグ・ボイルキャベツ） 578 25.2 ぶたももひき肉・卵・牛乳 パン粉・三温糖 たまねぎ・切り干し大根・きゃべつ
塩・こしょう・ナツメグ・中濃
ソース・赤ワイン・トマトケ
チャップ

木 アルファベットマカロニのスープ ベーコン アルファベットマカロニ ねぎ・にんじん・玉ねぎ・キャベツ 鶏ガラ・しょうゆ・塩・こしょう

卵 ぎゅうにゅう ぶたもも肉・焼き豚・卵 こめ・こめぬか油・ごまあぶら はくさいキムチ・にら 塩・こしょう・酒・しょうゆ

26 はるさめスープ 691 29.5 とりむね肉 はるさめ・ごま油 にんじん・干し椎茸・筍水煮・もやし 酒・しょうゆ・こしょう

金 白菜・ねぎ・小松菜 薄口しょうゆ

ヨーグルト ヨーグルト

卵 ぎゅうにゅう 油揚げ・あさりむきみ（冷） こめ・むぎ・上白糖 ごぼう・にんじん・しょうが こんぶ・酒・しょうゆ・うすくちしょうゆ

29 603 25.0 みそ ばんのうねぎ けずりぶし・酒・みりん

月 ししゃものてんぷらのりふうみ ししゃも・青のり粉・たまご こむぎこ・なたねあぶら

こまつなともやしのおかかあえ 花かつお 三温糖 もやし・小松菜・にんじん しょうゆ・酒

卵 ひやしうどん ぎゅうにゅう うどん（冷）

30 肉汁うどんの汁 560 22.2 ぶたもも肉・油揚げ 三温糖 干し椎茸・ねぎ・小松菜 けずりぶし・こんぶ・みりん・酒・しょうゆ

火 とうもろこし とうもろこし 塩

きんぴらのてんぷら 卵 でんぷん・小麦粉・なたね油 ごぼう・にんじん

ふかがわ
めし

ツナとコー
ンのごはん

8日（月）～12日（金）は　主食（ごはん）と汁もののみの提供です。

キムチ
チャーハン

こめぬか油・でんぷん・ごま
油・ラーゆ・三温糖

にんにく・筍（水煮）・干し椎
茸・にんじん・玉ねぎ・ねぎ

　6月のよていこんだてひょう
元年 新座市立石神小学校

給食開始は8日からです。

アレル
ギー食

材

新一年生も８日(月）から給食が始まります。

1月献立予定表 1月献立予定表


