
エネルギー
（ｋｃａｌ）

たんぱく質
（ｇ）

食塩相当量
（ｇ）

きんぴらご飯

さばの塩焼き

若竹汁

スパゲティミートソース

コーンサラダ

四川風丼

小松菜のナムル

ココア揚げパン

ポパイスープ

ツナサラダ

麦ご飯・
小松菜とじゃこのふりかけ

肉じゃが

和風大根サラダ

きつねうどん

チーズ入りちくわの磯辺揚げ

マスカットゼリー

豚キムチ丼

五目春雨スープ

みそラーメン

カレーポテト春巻き

麦ご飯・
ひじきふりかけ

豚肉とこんにゃくのうま煮

からし和え

ウインナーピラフ

魚のトマトソース和え

ハムサラダ

鶏そぼろご飯

キャベツと厚揚げのみそ汁

まぐろ　清酒　でんぷん　薄力粉　なたねサラダ油　玉ねぎ　切干大根
にんにく　米サラダ油　トマトケチャップ　トマトピューレー
ホールトマト　三温糖　食塩　こしょう　ローリエ粉　白ワイン　豆乳

18 水

牛乳

米　麦　米サラダ油　バター　レバー入りウインナー（豚肉、豚レバー、食塩、
砂糖、香辛料など）　玉ねぎ　セロリー　にんじん　マッシュルーム缶詰
食塩　こしょう　しょうゆ

807 34.1 4.4

きゅうり　ホールコーン　にんじん　キャベツ　ごま油　穀物酢　しょうゆ
食塩　こしょう　米サラダ油　ハム

　　５月　新座市立第六中学校　学校給食献立表 校   長　　斉藤　直之　　   

令和４年度 栄養士　　庄司　真名実

日 曜 献　立　名 主  な  食  品
栄  養  価

ホールコーン　キャベツ　きゅうり　にんじん　米サラダ油　穀物酢
食塩　しょうゆ　白ワイン　こしょう

9 月

牛乳

米　麦　米サラダ油　トバンジャン　しょうが　にんにく　干ししいたけ
長ねぎ　豚肉　大豆　にんじん　清酒　しょうゆ　てんめんジャン　三温糖
豆腐　でんぷん　ごま油　にら　ラー油

756

4.0さば　食塩　清酒

豆腐　カットわかめ　たけのこ水煮　にんじん　干ししいたけ　えのきたけ
みりん　清酒　しょうゆ　食塩

6 金

牛乳

スパゲティ　米サラダ油　オリーブオイル　しょうが　にんにく　玉ねぎ
にんじん　セロリー　切干大根　豚肉　鶏レバー　オールスパイス
赤ワイン　食塩　こしょう　大豆　トマトピューレ　トマトケチャップ
中濃ソース　ウスターソース　しょうゆ　薄力粉　バター　チーズ　ナツメグ 765 31.7 2.9

2 月

牛乳

米　麦　米サラダ油　鶏肉　ごぼう　にんじん　油揚げ　三温糖　清酒
みりん　しょうゆ

750 33.1

32.3 3.4

11 水

牛乳

米　麦
ごま油　ちりめんじゃこ　こまつな　食塩　清酒　白ごま

749 30.4 3.5

大根　きゅうり　ホールコーン　にんじん　米サラダ油　ごま油　穀物酢
三温糖　しょうゆ　食塩　こしょう　刻みのり　かつお節

こまつな　もやし　にんじん　しょうゆ　三温糖　穀物酢　ごま油　ラー油
食塩　白ごま

10 火

牛乳

ツイストパン（小麦粉、砂糖、ショートニング、イースト、脱脂粉乳、
食塩など）　なたねサラダ油　ココア　きなこ　三温糖

784 27.0 3.9

ホールコーン　キャベツ　きゅうり　にんじん　米サラダ油　穀物酢　三温糖
食塩　しょうゆ　白ワイン　こしょう　ツナ

米サラダ油　豚肉　ベーコン　清酒　にんじん　緑豆春雨　食塩　こしょう
しょうゆ　ほうれんそう　鶏卵

米サラダ油　豚肉　じゃがいも　玉ねぎ　にんじん　糸こんにゃく　三温糖
みりん　清酒　しょうゆ

緑豆春雨　鶏肉　にんじん　キャベツ　にら　長ねぎ　食塩　こしょう
しょうゆ　清酒　ごま油

16 月

牛乳

蒸し中華麺（小麦粉、食塩、かんすい）　米サラダ油　しょうが　にんにく
トウバンジャン　みそ　豚肉　キャベツ　もやし　にんじん　ホールコーン
清酒　しょうゆ　こしょう　ラー油　ごま油　にら　長ねぎ

5.2チーズ　焼きちくわ（魚のすり身、でんぷん、植物油、砂糖、塩など）
薄力粉　鶏卵　青のり　なたねサラダ油

マスカットゼリー（ぶどう糖果糖液糖、ぶどう果汁、砂糖など）

13 金

牛乳

米　麦　豚肉　にんじん　玉ねぎ　白菜キムチ（白菜、大根、とうがらし、
にんにく、にんじん、長ねぎ、しょうが、食塩、砂糖、昆布など）　長ねぎ
しょうが　にんにく　米サラダ油　トウバンジャン　てんめんジャン　清酒
しょうゆ　食塩　でんぷん　白ごま 747 32.9 4.0

12 木

牛乳

地粉うどん（小麦粉、食塩）　清酒　しょうゆ　みりん　鶏肉　にんじん
長ねぎ　ほうれんそう　油揚げ　干ししいたけ　しょうゆ　三温糖　みりん
清酒　七味とうがらし

752 32.9

828 34.9 5.2

春巻きの皮　米サラダ油　鶏肉　玉ねぎ　じゃがいも　ターメリック　食塩
こしょう　カレー粉　薄力粉　なたねサラダ油

17 火

牛乳

米　麦
芽ひじき　清酒　しょうゆ　しらす干し　ゆかり　白ごま

749 32.8 3.6

もやし　こまつな　にんじん　しょうゆ　ごま油　洋からし　三温糖
小型ちくわ（タラすり身、でんぷん、砂糖、食塩、みりんなど）

豚肉　玉こんにゃく　ごぼう　にんじん　しょうが　にんにく　清酒
みりん　三温糖　しょうゆ　うずら卵　でんぷん

3.2

玉ねぎ　生揚げ　長ねぎ　キャベツ　みそ

19 木

牛乳

米　麦　米サラダ油　しょうが　鶏肉　にんじん　干ししいたけ　清酒
三温糖　しょうゆ　みりん　米サラダ油　鶏卵　食塩　さやいんげん

748 33.2

☆ 食材の入荷状況や社会情勢等により、急な献立の変更や一部食材の

変更が生じる場合があります。 ご了承ください。 ２０日（金）からの献立は

裏面にあります。

ご覧ください。



エネルギー
（ｋｃａｌ）

たんぱく質
（ｇ）

食塩相当量
（ｇ）

はちみつパン

コーンシチュー

小松菜サラダ

関西風うどん

みそポテト

中華丼

春雨サラダ

ベーコンときのこの
和風スパゲティ

オニオンドレッシングサラダ

にんじんのマドレーヌ

わかめご飯

白身魚のみそチーズ焼き

ごま和え

麦ご飯

照り焼きハンバーグ

即席漬け

豚汁

カレーライス

わかめサラダ

タンメン

ジャンボ揚げぎょうざ

元気ヨーグルト

768 31.7 3.8

　　　　　地産地消の推進について

20 金

牛乳

751 26.7 3.8

小松菜　キャベツ　にんじん　米サラダ油　穀物酢　上白糖　レモン果汁
食塩　こしょう　しょうゆ

米サラダ油　鶏肉　玉ねぎ　にんじん　じゃがいも　ホールコーン
クリームコーン　食塩　こしょう　白ワイン　米サラダ油　バター　薄力粉
牛乳　生クリーム

　　５月　新座市立第六中学校　学校給食献立表 校   長　　斉藤　直之　　   

令和４年度 栄養士　　庄司　真名実

日 曜 献　立　名 主  な  食  品
栄  養  価

23 月

牛乳

地粉うどん（小麦粉、食塩）　にんじん　油揚げ　鶏肉　なると（魚のすり身、
でんぷん、食塩、砂糖など）　干ししいたけ　食塩　しょうゆ　清酒　みりん
長ねぎ　小松菜　七味とうがらし

814 33.8 4.0

はちみつパン（小麦粉、はちみつ、ショートニング、イースト、砂糖、
脱脂粉乳、食塩など）

じゃがいも　食塩　薄力粉　でんぷん　鶏卵　なたねサラダ油　清酒　みりん
三温糖　西京みそ

24 火

牛乳

米　麦　米サラダ油　しょうが　にんにく　豚肉　清酒　にんじん　玉ねぎ
キャベツ　たけのこ水煮　干ししいたけ　うずら卵　しょうゆ　食塩
こしょう　でんぷん　ごま油　穀物酢　小松菜

749 30.9 3.6

もやし　にんじん　ホールコーン　きゅうり　緑豆春雨　穀物酢　米サラダ油
ごま油　食塩　こしょう　三温糖　しょうゆ　七味とうがらし　ハム

25 水

牛乳

スパゲティ　オリーブオイル　にんにく　マッシュルーム　えのきたけ
エリンギ　ベーコン　玉ねぎ　米サラダ油　白ワイン　食塩　こしょう
バター　しょうゆ　刻みのり

779 27.6 2.9キャベツ　きゅうり　にんじん　切干大根　米サラダ油　穀物酢　食塩
こしょう　三温糖　玉ねぎ

薄力粉　バター　三温糖　にんじん　鶏卵　ベーキングパウダー　はちみつ

26 木

牛乳

米　麦　わかめご飯の素（わかめ、食塩など）　しらす干し　白ごま

747 36.1 4.0

小松菜　にんじん　もやし　しょうゆ　三温糖　白ごま

27 金

牛乳

米　麦

748 32.9 3.9

米サラダ油　豚肉　こんにゃく　ごぼう　にんじん　大根　じゃがいも
油揚げ　豆腐　小松菜　長ねぎ　みそ

メルルーサ　こしょう　玉ねぎ　清酒　みりん　みそ　レモン果汁
ノンエッグマヨネーズ　チーズ

鶏肉　豚肉　豆腐　しょうが　米サラダ油　玉ねぎ　鶏卵　食塩　こしょう
でんぷん　しょうゆ　三温糖　みりん　清酒

キャベツ　にんじん　きゅうり　食塩　七味とうがらし　しょうゆ

30 月

牛乳

米　麦　豚肉　赤ワイン　米サラダ油　しょうが　にんにく　玉ねぎ
にんじん　じゃがいも　バター　薄力粉　カレー粉　中濃ソース
ウスターソース　トマトケチャップ　しょうゆ　ターメリック　ガラムマサラ
食塩　こしょう　アップルソース　生クリーム 817 26.9 3.5

カットわかめ　きゅうり　キャベツ　切干大根　ホールコーン　ごま油
米サラダ油　穀物酢　食塩　こしょう　しょうゆ　三温糖

平均

31 火

牛乳

蒸し中華麺（小麦粉、食塩、かんすい）　米サラダ油　しょうが
にんにく　豚肉　にんじん　キャベツ　干ししいたけ　もやし　にら
清酒　食塩　こしょう　しょうゆ　ごま油

752 32.4 4.2ぎょうざの皮　豚肉　キャベツ　にら　長ねぎ　しょうが　にんにく
食塩　こしょう　しょうゆ　オイスターソース　ごま油　でんぷん　薄力粉
なたねサラダ油

ヨーグルト（脱脂粉乳、ぶどう糖果糖液糖、砂糖、ゼラチン、寒天など）

  ○埼玉県産の食材・・・牛乳、米、パン、みそ

  ○新座市産の食材・・・こまつな、ほうれんそう、大根

☆ 食材の入荷状況や社会情勢等により、急な献立の変更や一部食材の変更が生じる場合があります。

ご了承ください。

【給食費についてのお願い】

給食費の引き落としは、 ５月１１日（水） です。

今回は４月分と５月分の２ヶ月分が引き落とされますので、

前日までに、口座の残高のご確認をよろしくお願いいたします。

※ 保護者の方に納入いただいている給食費は、主に食材の購入にあてら

れています。給食費の円滑な納入について、ご協力をよろしくお願いい

たします。

＊食事のあいさつをしていますか？

「いただきます」と「ごちそうさま」

食べ物を食べるということは、動植物の

命をいただくことにもつながります。そ

の食べ物をいただくことや、食材を育て

てくれた人、料理をしてくれた人に感謝

の気持ちを込めて、「いただきます」と

「ごちそうさま」の

あいさつを忘れない

ようにしましょう。


