
 ｴﾈﾙｷﾞｰ
(kcal)

 ﾀﾝﾊﾟｸ質
(g)

ハム　チーズ
食パン　オリーブ油　さとう
油

ピ―マン　マッシュル―ム
にんにく 　トマト　玉ねぎ

ケチャップ　トマトピューレ　塩
バジル こしょう オレガノ ぶどう酒

581
24.9

マスカットゼリー

585
(木) とり肉　えび しゅうまいの皮 でん粉 ごま油 玉ねぎ　生姜 酒　塩　こしょう　醤油 30.2

〇
612

(金) 油あげ じゃがいも えのきたけ　小松菜　玉ねぎ みそ　煮干 19.9
米　麦

まぐろ　大豆　こうや豆腐 でん粉　油　三温糖 生姜　小松菜 酒　醤油　みりん　塩 598
(月) 豆腐 小松菜　えのきたけ 醤油　塩　鰹節　酒　みりん 26

〇
589

(火) ベ―コン 油　ごま にんじん キャベツ 大根 コーン 塩　こしょう　酢　醤油 25.2
〇 ソフトフランスパン

豆腐　ぶた肉　チーズ 薄力粉　油　パン粉
玉ねぎ　生姜　にんにく
切干大根　パセリ

塩　こしょう　ケチャップ　醤油
トマトピューレ ウスターソース 酒 596

(水) ウインナー
玉ねぎ　にんじん　白菜
小松菜

醤油　ぶどう酒　塩　こしょう
鳥がら

26.9

〇 しらす干し 米　麦　ごま しそ　梅
ぶた肉 じゃがいも　油　薄力粉　パン粉 玉ねぎ　もやし　キャベツ 塩　こしょう　中濃ソース 634

(木) わかめ　油あげ 大根　小松菜 酒　みそ　煮干 20.3
〇

643
とり肉　豆腐　卵 でん粉 長ねぎ　小松菜 塩　酒　醤油　鰹節 24
卵　豆乳 米粉 油 きび糖 はちみつ 粉糖 にんじん ベーキングパウダー
ちりめんじゃこ　卵　ぶた肉 ごま油　米　麦　油　ごま 生姜 にんにく 長ねぎ 小松菜 酒　塩　こしょう　醤油

647
26.1

ヨーグルト
卵 米　麦　油　ごま のざわな漬　大根 醤油　酒　塩

とり肉　卵 薄力粉　でん粉　油 にんにく　生姜 酒　塩 604
(火) 三温糖　ごま油 にんじん　かぶ　キャベツ 醤油　酒　塩　唐辛子 27.1

587
(水) 卵 じゃがいも 玉ねぎ　ほうれん草 醤油　酒　こしょう 32.7

589
(木) 牛乳　ぶた肉 油　三温糖　ごま油 小松菜　もやし　にんにく 醤油　酢　ラ―油　塩 20.1

〇
586

いか 三温糖　米粉　油 にんじん　キャベツ　大根 塩　こしょう　酢 21.6
すいか

648
(月) ひじき 三温糖　ごま　油 こんにゃく　小松菜　コーン 塩　こしょう　醤油　酢 30.1

〇 油あげ 米　麦　ごま油　三温糖 ごぼう　にんじん　こんにゃく 酒　醤油　塩
メルル―サ でん粉　油 大根 酒　みりん　酢 585

(火) 三温糖　ごま にんじんもやし　小松菜 みりん　みそ 23.4
〇

585
ハム　卵 はるさめ　さとう　油 キャベツ　もやし 酢　醤油　酒 20.8

みかん
子供パン

アジ 薄力粉　パン粉　油 キャベツ 塩　こしょう　中濃ソース 621
(木) ベ―コン　卵 油　じゃがいも 玉ねぎ　トマト　レタス 塩　こしょう　醤油　鳥がら 28.4

〇
607

(金) とり肉 トック　ごま油 キャベツ　干し椎茸　みつば 酒　醤油　塩　鳥がら 26.2
27 ウインナー コッペパン　油 キャベツ ケチャップ　中濃ソース 647
(月) 牛乳 油　バタ―　米　クリ―ム 玉ねぎ　かぼちゃ 塩　こしょう 21.5

640
(火) キャベツ　大根 塩　醤油 18.7

〇 ツナ　昆布 米　麦 生姜 酒　みりん　塩

654
24.7

白玉もち　さとう 枝豆 塩

600
(木) とり肉 三温糖 じゃがいも 油 でん粉 生姜　玉ねぎ 醤油　酒　みりん　塩 21.4

※天候不良等により、食材の変更する場合があります。
※栄養価は中学年の値を基準としていますが、低学年
   は０．８、高学年は １．２をかけた値が目安です。

●９日：入梅（梅ゆかりごはん・和歌山県）
●１０日：開校記念日献立（新堀小は59年目の誕生日を迎えます）
●２９日：ずんだもち（宮城県・山形県の郷土料理） ©新座市2010

30 〇
じゃがいものそぼろあんかけ

29
(水)

ツナ昆布ご飯

ずんだもち（東北地方）

22
(水)

23 〇

24

こどもパン

にいざのにんじんうどん入り
冷やしきつねうどん

アジフライ・ゆでキャベツ
卵とトマトとレタスのスープ

春雨サラダ
冷凍みかん

酢　塩　酒　醤油　みりん
米　麦　さとう　三温糖
ごま

油あげ　鮭ほぐし身
干し椎茸 にんじん たけのこ
かんぴょう　さやいんげん鮭ちらし寿司

酒　塩　こしょう　醤油　鳥がら
にんじん　たけのこ　にら
干し椎茸　もやし

春雨とり肉春雨スープ

米粉入りナン　油　薄力粉ぶた肉　とり肉
埼玉県産米粉入りナン
キーマカレー

塩　カレ―粉　ガラム　こしょう　酒
ターメリック　チリパウダ―　　こしょう
ソース（中濃・ウスター）醤油　塩

生姜 にんにく 玉ねぎ トマト
にんじん トマト トマトジュース

マーボーなす丼
豆板醤　酒　醤油　甜面醤
鳥がら

28 〇
即席漬け

トックスープ
セルフホットドック

〇
かぼちゃのポタージュ

生姜　にんにく　長ねぎ　にら
干し椎茸　にんじん　なす

米　麦　油　三温糖　でん粉
ごま油　ごま

ぶた肉

(金) いかサラダ
小玉すいか

20 〇
パワーアップサラダ

21

15 〇

ポパイスープ

10
(金)

16 〇
にいざの小松菜ナムル

17

13 〇
(月)

にいざの小松菜チャーハン

ヨーグルト

じゃがいもと玉ねぎのみそ汁

9

ゴマドレサラダ

14 〇
しゃくし菜と大根のごはん

かぶとキャベツの和え物

日付

かきたま汁
にいざのケーキ

コロッケ・ゆで野菜
大根とわかめの味噌汁

ウインナーと白菜のスープ

梅ゆかりごはん

こ　　ん　　だ　　て　　

照焼きチキンとごぼうのスパ
ゲティ

8

6

7

〇

〇

〇2

3

1
(水)

ピザトースト

牛乳

にんじん　ごぼう　玉ねぎ
さやいんげんカリコリ天丼

えびジャンボシュウマイ

お　　も　　な　　食　　品

体の調子をととのえる そのほか

中華めん　ごま油　油
バタ―

マスカットゼリー

塩　醤油　みりん

熱や力のもとになる

大豆　ちりめんじゃこ
米　麦　ごま　薄力粉　油
三温糖

血や肉や骨をつくる

塩　こしょう　ぶどう酒
にんじん　セロリ―　玉ねぎ
マッシュル―ム コーン パセリ

米　麦　油　三温糖ウインナーにいざのキャロットピラフ

塩　こしょう　ぶどう酒　鳥がら
玉ねぎ　にんじん　キャベツ
パセリ

油　じゃがいもぶた肉　ウインナー豚肉とキャベツのスープ煮

酒　塩　こしょう　醤油　豚骨
鳥がら　鰹節

生姜 にんにく 干し椎茸 もやし
にんじん　キャベツ　小松菜

ぶた肉　牛乳とんこつラーメン

とり天

酒　醤油　みりん　ぶどう酒
塩　こしょう　唐辛子

生姜　ごぼう　にんにく
玉ねぎ

でん粉　油　スパゲティ
オリーブ油　三温糖

とり肉　のり

豆腐のミートグラタン

ソフトフランスパン

麦ご飯
まぐろと小松菜の甘辛炒め
すまし汁

醤油　酒　みりん　塩　鰹節干し椎茸　にんじん　小松菜
うどん　にんじんうどん
三温糖

油あげ

にんじん　玉ねぎ　たけのこ
ピ―マン　生姜　にんにくスタミナ丼 ぶた肉

米　麦　油　三温糖　でん粉
ごま

豆板醤　酒　醤油　甜面醤　塩
コチュジャン

ぶどう酒　ケチャップ　カレ―粉
ソース（ウスター・中濃）塩　こしょう

玉ねぎ にんにく 生姜 なす
にんじん　トマト　かぼちゃ

米　麦　油　薄力粉
じゃがいも

ぶた肉夏野菜のカレー

ごぼう　にんじん　こんにゃく
大根　小松菜

酒　みそ油　じゃがいもぶた肉　油あげ　豆腐豚汁

ぶどう酒　トマトピューレ　こしょう 塩
ケチャップ ソース（中濃・ウスター）

しょうが　にんにく　玉ねぎ
にんじん　セロリ―　トマト

スパゲティ　オリーブ油　油
薄力粉

ぶた肉　チーズ　大豆

醤油　酒
キムチ　にんじん　長ねぎ
たくあん

米　麦　油　ごま油豚肉キムタクごはん

きんぴらご飯
白身魚のおろしソースかけ
ごま味噌和え

ミートビーンズスパゲティ

6 月 給 食 献 立 予 定 表

今月使用する新座市内でとれた新鮮野菜は、「小松菜、ほうれん草、大根、かぶ、にんじん」です。

６月13～17日の地場産物ウィークは、新座産・埼玉県産の食材をたくさん使用します。

〈給食費について〉今月は、６日(月)に給食費が引き

落とされます。不足のないよう、ご確認ください。

地
産
地
消
ウ
ィ
ー
ク

第4９回

開校記念日

の祝い献立

6/4～6/10歯と口の健康週間にちなんで、

よく噛んで食べる料理を入れています。

新座市立

新堀小学校
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