
令和４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

ちらしずし
油揚げ　高野豆腐
のり

米　砂糖　きび糖
干ししいたけ　かんぴょう
にんじん　たけのこ
さやえんどう

だし昆布 酒　酢　塩
みりん　しょう油

とりにくのからあげ とり肉
ごま油　油
でん粉　小麦粉

しょうが　にんにく
しょう油　酒

やさいのあえもの 三温糖 キャベツ　にんじん　きゅうり
淡口しょう油　みりん

きつねうどん 油揚げ　とり肉 うどん　きび糖 長ねぎ　にんじん　ほうれん草

だし昆布　削り節
しょう油　酒　みりん
塩

ちくわのいそべあげ ちくわ  青のり 小麦粉　油

ごまあえ 砂糖　ごま もやし　小松菜　にんじん しょう油　酒

キムチチャーハン ぶた肉　たまご 米　麦　油　ごま油
にんにく　長ねぎ　ニラ
はくさいキムチ

豆板醤　酒　しょう油
塩

春雨スープ 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　長ねぎ
はくさい　小松菜

鶏がら　酒　塩
こしょう　しょう油

ヨーグルト ヨーグルト

はちみつレモントースト 食パン　グラニュー糖
はちみつ　マーガリン

レモン汁

ホワイトシチュー とり肉　牛乳
油　じゃがいも
小麦粉　バター
生クリーム

にんじん　玉ねぎ　パセリ

鶏がら　白ワイン
塩　こしょう

コーンサラダ 油　ごま油　砂糖
コーン　きゅうり　にんじん
キャベツ

酢　こしょう
しょう油

むぎごはん 米　麦

しせんどうふ ぶた肉　豆腐
でん粉　油　きび糖
ごま油

しょうが　にんにく　長ねぎ
干ししいたけ　にんじん
ニラ

鶏がら　豆板醤　酒
しょう油　甜麵醬
ラー油

ナムル 砂糖　ごま油
もやし　ほうれん草　にんじん
にんにく

しょう油　ラー油

スパゲティミート
ビーンズソース

ぶた肉　とり肉
大豆　チーズ

スパゲティ　油
小麦粉

しょうが　にんにく　玉ねぎ
にんじん　セロリー
マッシュルーム

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

やさいサラダ 三温糖　油
キャベツ　きゅうり　レモン汁
にんじん　赤ピーマン

酢　塩　こしょう
マスタード

とりそぼろどん とり肉　卵
米　麦　油　砂糖
ごま

しょうが　にんじん
さやいんげん

酒　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

みかんゼリー ゼラチン 砂糖 粉寒天　みかんジュース

20 水 ○ 622 27.7

21 木 ○ 629 30.3

18 月 ○ 642 22.2

19 火 ○ 599 28.4

14 木 ○ 591 26.2

15 金 ○ 601 24.2

たんぱく質
（g）

13 水 ○ 625 27.4

4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）

今月の行事食など

●１３日(水)

進級お祝い献立

●１８日(月)

１年生給食開始

ご進級・ご入学おめでとうございます。今年度も、先生方・保護者の皆様とともに「食」の立場からお子様たちの健やかな成長を手助けして

いきたいと思います。学校給食は「生きた教材」です。子供たちが栄養のバランスが取れた食事をクラスで仲間と一緒に食べることで、食事の

楽しさや大切さ・健康に過ごすための食べ方・マナー・協力の大切さと感謝の心・地域の食文化などを学んでいきます。今年度も１年間よろし

くお願いいたします。

４月の給食は、各学校の調理作業の工程を

見直しや、給食事務をスムーズにスタートさ

せるために市内小学校の統一献立を中心に実

施します。

また、今年度も作り手の顔が見える新鮮

で安全な地元の農産物を給食で使わせていた

だきます。

毎月の献立表に「今月の地場産野菜は」とい

うタイトルで給食に使う地元の農産物を紹介

にんじん
長ねぎ
キャベツ

※給食費は月額４，０００円(１食２４０円)です。期日までにご入金をお願いします。

※いただく給食費は食材費のみです。それ以外の人件費、光熱費等は公費でまかなわれています。

※長期間給食を食べないことが分かっている場合は、給食を停止することができます。

令和４年度より返金の原則が変更されましたので、返金対象になるかは長期間欠席することが分かった時点でご相談ください。



令和４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

さけふりかけ さけ　わかめ
ちりめんじゃこ

ごま
酒

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　しょう油　みりん

そくせきづけ きゅうり　かぶ　かぶの葉 塩　しょう油

みそラーメン ぶた肉　みそ
中華めん　油
ごま油

しょうが　にんにく　長ねぎ
にんじん　コーン　もやし
キャベツ　ニラ

鶏がら　豚骨　だし昆布
豆板醤　酒　こしょう
塩　しょう油　ラー油

フルーツみつかん はちみつ　砂糖
グラニュー糖

りんご缶　みかん缶　黄桃缶
粉寒天

白ワイン

たけのこごはん 油揚げ 米　麦
たけのこ　にんじん
さやえんどう

だし昆布　酒　みりん
淡口しょう油

さわらのさいきょうみそがけ さわら　西京みそ 油　でん粉　きび糖 みりん　しょう油

いそあえ のり ほうれん草　もやし　えのき 酒　しょう油　みりん

セルフハンバーガー ぶた肉　たまご
こどもパン　油
パン粉

切り干し大根　玉ねぎ
キャベツ

塩　こしょう　ナツメグ
赤ワイン　中濃ソース
ケチャップ

ABCスープ とり肉　ベーコン マカロニ　油
玉ねぎ　にんじん　キャベツ
コーン　ほうれん草

鶏がら　白ワイン　塩
こしょう　淡口しょう油

カレーライス ぶた肉
米　麦　油　小麦粉
じゃがいも

しょうが　にんにく　玉ねぎ
にんじん

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

ツナサラダ ひじき　ツナ 砂糖　油
キャベツ　きゅうり　にんじん
コーン

しょう油　酢　こしょう

※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 613 25.8

基準値 650 26.8

　

27 水 ○ 600 28.7

28 木 ○ 674 23.9

25 月 ○ 587 22.2

26 火 ○ 587 25.9

たんぱく質
（g）

22 金 ○ 601 23.5

4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）

今年度も大和田小学校の給食調理は「フジ産業株式会社」が

担当いたします。約９００食の給食調理・配膳・片付けを、

毎日１２名のスタッフで行います。

給食室一同、安心安全で美味しい給食を目指します。

給食運営にご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

※マスクはもちろんですが、手をふくための清潔なハンカチ

も毎日ご用意ください。

※爪を短く切ってください。

※給食当番の児童は週末に白衣を持ち帰ります。洗濯・アイ

ロンがけのご協力をお願いします。

※ボタンの取れやほつれがありましたら修繕をお願いします。


