
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

はつがげんまいごはん こめ　発芽げん米 酒

かつおのしんたまソースがけ かつお でん粉　油　きび糖
しょうが　玉ねぎ　にんにく
こねぎ

醤油　酒　塩　酢

ごまあえ きび糖　ごま　ごま油 もやし　にんじん　小松菜 醤油

すましじる かまぼこ
えのきたけ　ほうれん草
長ねぎ

だし昆布　削り節　酒
みりん　塩　淡口醤油

かまやきビビンバ ぶた肉　たまご
米　麦　ごま油　油
砂糖　ごま

だいこん　にんじん　小松菜
もやし　しょうが　にんにく
玉ねぎ

ラー油　コチュジャン
豆板醬　醤油　みりん
レモン汁

ちゅうかふうコーンスープ とり肉 でん粉　ごま油
干ししいたけ　長ねぎ　コーン
にんじん　クリームコーン
チンゲン菜

鶏がら　酒　淡口醤油
醤油　塩　こしょう

りんごゼリー ゼラチン 砂糖 粉寒天　りんごジュース

しんごぼうのピラフ ベーコン 米　麦　油　オリーブ油
ごぼう　玉ねぎ　にんじん
パセリ

だし昆布　塩　こしょう
白ワイン　淡口醬油

こめこのとうにゅうシチュー Feウインナー　豆乳
じゃがいも　米粉
オリーブ油

玉ねぎ　にんじん　エリンギ
しめじ　パセリ

鶏がら　白ワイン
塩　こしょう

メロン メロン

むぎごはん 米　麦

さくさくとりてん とり肉 小麦粉　でん粉　油 にんにく　しょうが 酒　塩　淡口醤油

からしあえ もやし　えのきたけ　小松菜 醤油　からし

キャベツとあつあげのみそしる 生揚げ　みそ キャベツ　長ねぎ　ほうれん草 煮干し

ごもくあんかけやきそば
ぶた肉　うずら卵
えび　イカ

中かめん　油　きび糖
でん粉

しょうが　玉ねぎ　にんにく
たけのこ　干ししいたけ
もやし　にんじん　キャベツ
チンゲン菜

酒　塩　醤油
こしょう　酢

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
みかん(缶)　あまなつ(缶)
もも(缶)　りんご(缶)　粉寒天

ラム酒　白ワイン

ひじきごはん ひじき　油揚げ 米　麦　砂糖　油 にんじん
だし昆布　酒　みりん
淡口醬油　醤油

さばのしおやき さば 塩

アスパラのソテー ベーコン 油
アスパラガス　にんじん
キャベツ　にんにく

塩　こしょう

きなこあげパン きなこ
ツイストパン　油
砂糖

塩

やさいスープ とり肉 油
玉ねぎ　にんじん　キャベツ
コーン

塩　こしょう　醤油
鶏がら

やきにくサラダ ぶた肉 油　ごま油　きび糖
こんにゃく　もやし　きゅうり
えだまめ　にんじん

酒　醤油　酢　塩
こしょう

むぎごはん 米　麦

イカのチリソースがけ イカ
でん粉　小麦粉　油
きび糖

しょうが　にんにく　長ねぎ
切干大根

塩　こしょう　豆板醤
トマトケチャップ　酒

サンラータン とり肉　豆腐　たまご きび糖　でん粉
きくらげ　えのきたけ　トマト
たけのこ　チンゲン菜
にんじん

鶏がら　淡口醤油　酒
醤油　酢　塩　こしょう
ラー油

ヨーグルト ヨーグルト

ツナいりまぜごはん ツナ　油揚げ 米　麦　きび糖　油 ごぼう　しょうが
だし昆布　酒　みりん
醤油

わふうミートローフ
ぶた肉　豆腐
高野豆腐

ごま　ごま油 玉ねぎ　にんじん　しょうが 塩　こしょう　醤油

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

クリームソースのスパゲティ 牛乳　チーズ　ベーコン
スパゲティ　油
生クリーム　小麦粉
オリーブ油

にんにく　玉ねぎ　ほうれん草
クリームコーン

白ワイン　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　コーン
にんじん

醤油　酢　こしょう
白ワイン　塩

9 月 〇 595 20.1

18 水 〇 601 29.0

17 火 〇 627 30.3

13 金 〇 619 26.4

16 月 〇 623 28.0

水 〇 604 27.5

12 木 〇 588 23.8

たんぱく質
（g）

2 月

コ
ー

ヒ
ー

牛
乳 610 28.4

　５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）

6 金 〇 590 21.7

10 火 〇 589 29.0

11

新年度が始まり、１カ月が経とうとしています。新しいクラス

にも慣れてきたところですね。しかし、季節の変わり目で大型連

休もあるこの時期は、緊張がほぐれて疲れが出やすくなったり、

休みで生活のリズムが崩れてしまうことがあります。『早寝・早

起き・朝ごはん』を心がけて、生活のリズムを整えるようにしま

しょう。

にんじん さといも

キャベツ

今月の行事食など

● ２日(月) こどもの日献立

「勝つ男」で縁起の良い鰹と、かぶとの形の

かまぼこを使用したすまし汁の献立です。

●１６日(月) 済源市友好献立

新座市と中華人民共和国河南省済源市の友好

姉妹都市提携２０周年を記念した献立です。

●１９日(木) 食育の日【新潟県】

食育基本法では、毎月１９日を食育の日と定

めています。今年度、大和田小学校では全国

の郷土料理を紹介していきたいと思います。



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

ごはん(十日町産) 米

タレカツ ぶた肉
小麦粉　パン粉　油
きび糖

醤油　みりん　酒

ゆでキャベツ キャベツ　にんじん 塩

のっぺいじる 油揚げ さといも　でん粉
だいこん　たけのこ　こねぎ
こんにゃく　干ししいたけ
にんじん

だし昆布　削り節　酒
みりん　塩　醤油

カレーライス ぶた肉
米　麦　じゃがいも
油　小麦粉

しょうが　にんにく　玉ねぎ
にんじん

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

コーンサラダ 油　ごま油　砂糖
キャベツ　にんじん　コーン
きゅうり

酢　こしょう　醤油

むぎごはん 米　麦

ホイコーロー ぶた肉　生揚げ　みそ
油　砂糖　ごま油
でん粉

にんにく　玉ねぎ　にんじん
干ししいたけ　キャベツ
ピーマン　赤ピーマン

甜面醤　豆板醤　酒
醤油　塩　こしょう

ナムル 砂糖　ごま油
切干大根　もやし　小松菜
きゅうり　にんにく

醤油　ラー油

わかめうどん
とり肉　わかめ
油揚げ

うどん えのきたけ　にんじん　長ねぎ
だし昆布　削り節　酒
みりん　塩　醤油

かきあげ ちりめんじゃこ 小麦粉　油
玉ねぎ　にんじん　ごぼう
小松菜　コーン　切干大根

ベーキングパウダー
塩

れいとうみかん みかん

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

ワンタンスープ ぶた肉
ワンタンの皮　油
ごま油

しょうが　にんにく　もやし
にんじん　長ねぎ

鶏がら　酒　塩　醤油
こしょう

おうとう もも(缶)

ライスボールパン ライスボールパン

せんぎりポテトのチーズやき Feウインナー　チーズ じゃがいも にんじん 塩　こしょう

こんにゃくサラダ 油
こんにゃく　キャベツ　コーン
えだまめ　にんじん　玉ねぎ

醤油　酢　塩　こしょう
マスタード

カラフルピラフ とり肉 米　麦　油　バター
玉ねぎ　にんじん　コーン
マッシュルーム　ピーマン
赤ピーマン

塩　こしょう　白ワイン

あじフライ あじ 小麦粉　パン粉　油 中濃ソース

おかひじきのサラダ ベーコン
きび糖　ごま
油　ごま油

おかひじき　きゅうり
にんじん　キャベツ

醤油

ゆかりごはん 米　麦

しんじゃがのそぼろあんかけ とり肉　えび じゃがいも　油　でん粉 玉ねぎ　しょうが
酒　みりん　淡口醤油
塩

みそしる ぶた肉　油揚げ　みそ キャベツ　えのきたけ　こねぎ だし昆布　煮干し

プルコギどん ぶた肉
米　麦　油　きび糖
ごま油　ごま

にんにく　長ねぎ　にんじん
もやし　ニラ　玉ねぎ
しいたけ

醤油　コチュジャン　酒
塩　こしょう

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　醤油

※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 607 25.0

基準値 650 26.8

　

31 火 〇 586 25.2

27 金 〇 625 27.8

30 月 〇 589 23.8

25 水 〇 585 22.2

26 木 〇 591 22.1

23 月 〇 629 24.5

24 火 〇 586 20.9

19 木 〇 659 23.4

20 金 〇 645 22.1

日
曜
日

こんだて おもな食品 エネルギー
（kcal）

たんぱく質
（g）

５月分　学校給食予定献立表

私たちの体は、1日の中である一定のリズムに従って活動してい

ます。おなかがすくのも眠くなるのも、このリズムのひとつです。

生活リズムが崩れると健康に異常が出やすくなります。早寝・早起

き、規則正しい食事をとることは体のリズムをととのえ、維持する

ためにとても重要です。


