
令和３年度

NO.1 新座市立大和田小学校

牛乳 料理名 血や肉や骨をつくる 熱や力のもとになる 体の調子をととのえる そのほか

えだまめごはん ちりめんじゃこ 米　麦 えだまめ だし昆布　酒　塩

ゼリーフライ おから
じゃがいも　油　小麦粉
でん粉

長ねぎ　にんじん
ウスターソース　塩
こしょう

ミニトマト ミニトマト

みそしる みそ　油揚げ 玉ねぎ　キャベツ　小松菜 だし昆布　煮干し

チャーハン ぶた肉　えび　たまご 米　麦　油　ごま油 にんにく　小ねぎ　にんじん 塩　しょう油　こしょう

はるさめスープ とり肉 春雨　ごま油
干ししいたけ　たけのこ
にんじん　もやし　キャベツ
小ねぎ

鶏がら　酒　塩
こしょう　しょう油

カルピスゼリー ゼラチン　カルピス 砂糖 粉寒天

スパゲティなすいり
ミートビーンズソース

ぶた肉　とり肉　大豆 スパゲティ　油　小麦粉
しょうが　にんにく　玉ねぎ
にんじん　なす

赤ワイン　こしょう
トマトピューレ　塩
トマトケチャップ
中濃ソース　しょう油
ウスターソース
ナツメグ

コーンサラダ 油　ごま油　砂糖
キャベツ　きゅうり　にんじん
コーン

酢　こしょう　しょう油

かむカムライス
ひじき　油揚げ　大豆
とり肉

米　麦　油　きび糖 にんじん　ほうれん草
酒　みりん
薄口しょう油

ししゃもフライ ししゃも 小麦粉　パン粉　油 中濃ソース

あおなとかんぴょうのあえもの 砂糖　ごま 小松菜　にんじん　かんぴょう 酒　しょう油

カレーピラフ Feウインナー
米　麦　オリーブ油
油

玉ねぎ　にんじん　エリンギ
パセリ

カレー粉　白ワイン
塩　こしょう

パリパリサラダ ひじき 油　ワンタンの皮
キャベツ　きゅうり　にんじん
コーン

酢　しょう油　塩
こしょう　からし

ヨーグルト ヨーグルト

ごはん(十日町市産) 米

さばのしおやき さば 塩

ごまみそあえ みそ ごま　砂糖 もやし　ほうれん草　にんじん しょう油　みりん

すましじる 豆腐 エリンギ　小松菜　長ねぎ
だし昆布　けずり節
酒　みりん　しょう油

タンめん ぶた肉
中かめん　ごま油　油
でん粉

しょうが　にんにく　きくらげ
にんじん　もやし　キャベツ
コーン　長ねぎ

鶏がら　豚骨　だし昆布
酒　薄口しょうゆ　塩
こしょう　ラー油

フルーツみつかん
砂糖　グラニュー糖
はちみつ

粉寒天　パイン(缶)
みかん(缶)　りんご(缶)

白ワイン

むぎごはん
だいずのはなふりかけ

大豆　ちりめんじゃこ
わかめ

米　麦
ごま　油　きび糖

しょう油　みりん

にくじゃが ぶた肉 じゃがいも　砂糖　油 玉ねぎ　にんじん　しらたき 酒　みりん　しょう油

きゅうりのちゅうかづけ ごま油　砂糖 きゅうり
塩　しょう油　酢
ラー油

やまがたしょくパン・ブルーベリージャム 山型食パン　ジャム

えびとコーンのチャウダー
Feウインナー　えび
牛乳

油　じゃがいも　小麦粉
バター　生クリーム

玉ねぎ　にんじん　パセリ
クリームコーン

鶏がら　塩　こしょう

チキンサラダ とり肉　ひじき 油　三温糖
キャベツ　きゅうり　にんじん
コーン

しょう油　酢　塩
こしょう　白ワイン

ちゅうかどん
ぶた肉　いか　えび
あさり

米　麦　油　でん粉
ごま油

しょうが　にんにく　きくらげ
にんじん　玉ねぎ　小松菜
キャベツ

鶏がら　酒　塩　酢
しょう油　こしょう
オイスターソース

だいこんとチンゲンサイのスープ ぶた肉 春雨　ごま油
だいこん　にんじん　長ねぎ
干ししいたけ　チンゲン菜

鶏がら　酒　塩
しょう油

りんごゼリー ゼラチン 砂糖 粉寒天　りんごジュース

ひやしうどん(にんじんうどんいり) とり肉　油揚げ うどん　にんじんうどん
にんじん　小松菜
干ししいたけ

だし昆布　けずり節
みりん　酒　しょう油

みそポテト みそ
じゃがいも　小麦粉
でん粉　油　砂糖

酒　みりん

14 月 ○ 598 25.6

15 火 ○ 603 23.1

10 木 ○ 619 24.3

11 金 ○ 663 26.9

8 火 ○ 659 28.4

9 水 ○ 596 22.3

4 金 ○ 684 27.7

7 月 ○ 593 18.1

2 水 ○ 593 23.6

3 木 ○ 637 25.0

たんぱく質
（g）

1 火 ○ 586 18.3

　６月分　学校給食予定献立表

日
曜
日

こんだて おもな食品 エネルギー
（kcal）

梅雨がやってきます。気温と湿度が高くなる日が多くなりますね。

天候が不順で、人の体力が落ちる一方、とくに細菌が活発に動く条件がそろってきます。

3つのポイントをおさえ、安心して食事ができるようにしましょう。



令和３年度

NO.２ 新座市立大和田小学校

牛乳 料理名 血や肉や骨をつくる 熱や力のもとになる 体の調子をととのえる そのほか

むぎごはん 米　麦

マーボーなす ぶた肉　みそ
油　きび糖　油
ごま油　でん粉

しょうが　にんにく　長ねぎ
干ししいたけ　にんじん
なす　にら

豆板醤　鶏がら　酒
しょう油　甜麵醬
ラー油

じゃこサラダ ちりめんじゃこ 油　きび糖
キャベツ　きゅうり　にんじん
コーン

しょう油　酢

ホットドッグ Feウインナー コッペパン キャベツ
中濃ソース　赤ワイン
トマトケチャップ

ＡＢＣスープ
ベーコン　とり肉
たまご

油　マカロニ にんじん　玉ねぎ　小ねぎ
鶏がら　酒　しょう油
塩　こしょう

れいとうみかん みかん

ごもくごはん とり肉　油揚げ 米　麦　きび糖　油
にんじん　ごぼう　こんにゃく
きぬさや　干ししいたけ

だし昆布　酒　みりん
薄口しょうゆ

まだいのさいきょうみそやき まだい　西京みそ きび糖 しょうが 酒　みりん　しょう油

ごまあえ きび糖　ごま　ごま油 もやし　にんじん　小松菜 しょう油

えびピラフ ベーコン　えび
米　麦　オリーブ油
油

玉ねぎ　にんじん　パセリ
マッシュルーム

塩　こしょう　白ワイン

ミネストローネスープ Feウインナー
オリーブ油　じゃがいも
きび糖

にんにく　玉ねぎ　にんじん
エリンギ　キャベツ　パセリ
トマト(缶)

鶏がら　白ワイン
トマトケチャップ　塩
こしょう　しょう油

シナモンラふク
小町ふ　バター
グラニュー糖

シナモン

ジャージャーめん ぶた肉　みそ　八丁みそ
中かめん　油　きび糖
でん粉　ごま油

しょうが　にんにく　長ねぎ
干ししいたけ　にんじん
たけのこ　ごぼう　もやし
きゅうり

豆板醤　酒　甜麵醬
しょう油

とうもろこし とうもろこし

むぎごはん 米　麦

いかフライ いか 小麦粉　パン粉　油 中濃ソース

いんげんのごまあえ みそ ごま　きび糖
さやいんげん　キャベツ
にんじん

しょう油　みりん

みそしる 油揚げ　みそ じゃがいも 小松菜　長ねぎ だし昆布　煮干し

きんぴらごはん 油揚げ 米　麦　油　三温糖　ごま
ごぼう　にんじん　しらたき
きぬさや

だし昆布　けずり節
酒　薄口しょうゆ
しょう油

とりにくのしそみそやき とり肉　みそ きび糖 しそ 酒　みりん

おひたし きび糖 小松菜　もやし　えのきたけ しょう油　酒

おうとう もも(缶)

なつやさいのドライカレー ぶた肉　大豆 米　麦　油　小麦粉

しょうが　にんにく　玉ねぎ
にんじん　トマト(缶)　なす
かぼちゃ　赤ピーマン
アスパラガス　えだまめ

赤ワイン　こしょう
塩　鶏がら　しょう油
トマトケチャップ
ウスターソース
カレー粉

かいそうサラダ 海藻ミックス 油　きび糖
こんにゃく　キャベツ
にんじん　きゅうり

酢　しょう油
こしょう

はつがげんまいごはん 米　発芽げん米 酒

すぶた 高野豆腐　ぶた肉 でん粉　油　ざらめ糖
しょうが　にんじん　ピーマン
しいたけ　たけのこ　玉ねぎ

酒　しょう油　塩　酢
トマトケチャップ
中濃ソース

ナムル 砂糖　ごま油
切り干しだいこん　きゅうり
小松菜　もやし　にんにく

ラー油　しょう油

ごこくごはん
米　麦　きび　もち黒米
発芽げん米

かつおのたつたあげ かつお でん粉　油 しょうが 酒　しょう油

いそあえ のり
ほうれん草　もやし
えのきたけ

酒　しょう油　みりん

なめこじる 豆腐　みそ なめこ　長ねぎ だし昆布　煮干し

しゃくしなチャーハン ちりめんじゃこ　たまご
米　麦　ごま油　ごま
油

しゃくし菜
酒　塩　こしょう
しょう油

ワンタンスープ ぶた肉
油　ごま油
ワンタンの皮

しょうが　にんにく　にんじん
もやし　長ねぎ

鶏がら　酒　塩
こしょう　しょう油

ぎゅうにゅうかんいりフルーツミックス 牛乳 砂糖　グラニュー糖
粉寒天　みかん(缶)　パイン(缶)
りんご(缶)

ラム　白ワイン

※学校行事や食材の都合等により、内容を変更する場合があります。ご了承ください。 今月の平均値 620 24.5

基準値 650 26.8

　

今月の行事食

〇4日(金)
　歯と口の健康週間献立

29 火 ○ 589 29.6

30 水 ○ 603 20.2

25 金 ○ 672 24.2

28 月 ○ 669 20.7

23 水 ○ 652 26.3

24 木 ○ 593 28.9

21 月 ○ 599 20.9

22 火 ○ 643 28.4

26.0

18 金 ○ 586 27.6

たんぱく質
（g）

16 水 ○ 617 24.2

17 木 ○ 597

日
曜
日

こんだて おもな食品 エネルギー
（kcal）

６月分　学校給食予定献立表

とうもろこし 玉ねぎ

キャベツ ほうれん草

にんじんうどん

埼玉県のグルメ
６月は彩の国ふるさと学校給食月間です。

埼玉県のグルメを給食で提供します。

○ １日(火) ゼリーフライ

○１５日(火) みそポテト

〇３０日(水) しゃくしなチャーハン

今月の一押し食材など
〇 ８日(火) 十日町市産こしひかり

※新座市と防災協定を結んでいる

新潟県十日町市のお米です。

〇１８日(金) 長崎県産 支援真鯛
※新型コロナの影響で、余剰在庫

となった真鯛を無償で提供して

いただきました。



となった真鯛を無償で提供して

いただきました。


