
令和4年度

エネルギー たん白質

しゅしょく のみもの おかず kcal g

ナスとぶたにくのコチュジャンいため

ナムル

てりやきチキン

きりぼしだいこんのにもの

さつまじる

ジャーマンポテトスープ

なし

サバのみそに

さんしょくおひたし

とうふのすましじる

こんさいのみそしる

くろみつきなこもち

10 月

タンメンのスープ

インドサモサ

みそけんちんじる

りんご

はるさめスープ

かき

おさつコロッケ

もやしのおひたし

せんぎりやさいのみそしる

マーボーどうふどんのぐ

わかめスープ

ももゼリー

ポークカレー

コーンサラダ

やきサケ

ほうれんそうのおかかあえ

だいこんのみそしる

てづくりハンバーグ

ボイルきゃべつ

ぐだくさんみそしる

きつねうどんのスープ

てづくりジャンボギョウザ

もやしのナムル

とりにくのマーマレードやき

ジャーマンポテト

むぎむぎスープ

しょうがやきどんのぐ

きゅうりのしょうゆづけ

さといもときのこのみそしる

にくじゃが

けんちんじる

ジョリアンヌスープ

カルピスゼリーポンチ

ブリのてりやき

にしょくあえ

とんじる

チキンサラダ

かぼちゃのカップケーキ

※食材料の都合により、献立を変更する場合がございます。

水19

しょくいくのひ　こんだて ほうれんそう きゃべつ
にんじん だいこん

こめ むぎ あぶら さとうぎゅうにゅう サケ かつおぶし
あぶらあげ わかめ みそ

34.9502

木20

たまねぎ にんじん きゃべつ
だいこん

こめ むぎ ごま パンこ あぶら
さとう でんぷん しらたき

ぎゅうにゅう ぶたにく とうふ
とりにく あぶらあげ みそ25.5527

28 金 むぎごはん 645 36.1

ぎゅうにゅう ブリ ぶたにく
とうふ みそ

こめ むぎ ごま さとう
ごまあぶら こんにゃく
さといも あぶら

もやし にんじん ごぼう
だいこん ねぎ しめじ

27 木 チリコンカン
ドッグ 705 26.2

ぎゅうにゅう ウインナー
ぶたにく だいず チーズ
かんてん カルピス

コッペパン あぶら はくりきこ
じゃがいも さとう

にんにく たまねぎ セロリ
にんじん もやし みかんかん
りんごかん

ぎゅうにゅう ぶたにく
あぶらあげ みそ

こめ むぎ さとう あぶら
さといも

しょうが たまねぎ きゅうり
はくさい しめじ えのき
エリンギ ねぎ

26 水 むぎごはん 510 21.1

ぎゅうにゅう ぶたにく
あぶらあげ

こめ むぎ じゃがいも
こんにゃく あぶら さとう

にんじん たまねぎ しいたけ
グリンピース ごぼう だいこん
ねぎ

5 水

水12

11

19.7

25 火 むぎごはん 578 26.7

火 タンメン

14

19.4

624 34.8

634

13 木

510

金

498 20.1

63518 火 むぎごはん

17 月 むぎごはん

むぎごはん

21 金

616 27.3

701 21.6

むぎごはん

ぎゅうにゅう あぶらあげ
ぶたにく わかめ

うどん でんぷん ごまあぶら
ギョウザのかわ あぶら
はくりきこ

ねぎ にんじん こまつな にら
きゃべつ しょうが にんにく
もやし きゅうり

うどん

24 月 むぎごはん

ぎゅうにゅう とりにく
ベーコン ウインナー だいず

こめ むぎ マーマレード さとう
あぶら じゃがいも
オリーブオイル おしむぎ

しょうが にんにく たまねぎ
みかんジュース パセリ セロリ
にんじん トマトかん

ぎゅうにゅう ぶたにく とうふ
とりにく わかめ かんてん

こめ むぎ あぶら さとう
ごまあぶら でんぷん さとう

にんにく たまねぎ にんじん
たけのこ しいたけ にら
きゃべつ ねぎ こまつな
ももジュース レモンかじゅう

しょうが ごぼう にんじん
だいこん ねぎ こまつな りんご

こめ あぶら でんぷん さとう
ごま こんにゃく ごまあぶら
じゃがいも

ぎゅうにゅう かつお
あぶらあげ とうふ みそ23.7

ぎゅうにゅう ぶたにく こめ むぎ あぶら はくりきこ
じゃがいも はちみつ さとう

たまねぎ にんにく しょうが
にんじん きゃべつ きゅうり
コーン

志木市立志木第二小学校

4 火 むぎごはん 639 30.6

ぎゅうにゅう とりにく
さつまあげ みそ

こめ むぎ さとう でんぷん
ごま あぶら さつまいも
こんにゃく

きりぼしだいこん いんげん
だいこん ねぎ

献　立　名
曜日 おもにからだのちょうしを

ととのえるしょくひん（緑）
おもにねつやちからになる

しょくひん（黄）
おもにからだをつくる

しょくひん（赤）

563

しょうが にんにく たまねぎ
なす ピーマン もやし
ほうれんそう にんじん
きりぼしだいこん

こめ むぎ ごまあぶら あぶら
さとう ごま

ぎゅうにゅう ぶたにく

むぎごはん月3

たまねぎ にんじん パセリ なし

6 木 むぎごはん

くりごはん

スポーツのひ

ぎゅうにゅう サバ みそ こんぶ
とうふ わかめ

こめ むぎ さとう ごまあぶら しょうが ねぎ こまつな
にんじん きゃべつ えのき

まっちゃ
あげパン

580 18.4

ぎゅうにゅう うぐいすきなこ
ベーコン ウインナー

ソフトフランスパン あぶら
さとう じゃがいも

金7

じゅうさんや　こんだて しめじ にんじん ごぼう
だいこん ねぎ

こめ くり あぶら さといも
ごまあぶら しらたま さとう

ぎゅうにゅう あぶらあげ
とうふ みそ きなこ

16.6

にんにく しょうが にんじん
もやし はくさい にら ねぎ
きくらげ たまねぎ

かつお
ごはん 558

こめ むぎ さつまいも あぶら
ごま はくりきこ パンこ
ごまあぶら さとう しらたき

たまねぎ もやし きゅうり
にんじん だいこん

ぎゅうにゅう ぶたにく こめ むぎ ごまあぶら でんぷん
はるさめ

キムチ にら にんじん たけのこ
しいたけ もやし こまつな かきキムチ

チャーハン
479 21.4

23.3

ぎゅうにゅう ぶたにく ちゅうかめん あぶら さとう
でんぷん ごまあぶら
じゃがいも ギョウザのかわ

むぎごはん 546 18.8

ぎゅうにゅう ぶたにく
とりにく あぶらあげ みそ

月31

ハロウィン　こんだて

25.5634

とうがらし にんにく たまねぎ
にんじん ピーマン トマトかん
コーン きゃべつ かぼちゃ

スパゲティ あぶら
オリーブオイル さとう
はくりきこ

ぎゅうにゅう ベーコン
ウインナー チーズ とりにく
とうにゅうナポリタン

スパゲティ

志木市で行っている、おいしく減塩！減らソルトプロジェクトのロゴマークです。
毎月1番塩分が少ないメニューの日にこのマークでお知らせしています。
ぜひ、ご家庭でも減塩を意識してみてください。


