
平成２７年度 志木市立志木第二小学校
エネルギー たんぱくしつ おもにからだをつくる おもにからだのちょうし おもにねつやちからに

しゅしょく のみもの お か ず kcal g 食品 をととのえる食品 なる食品

ナン 牛乳 ガルバンゾのキーマーカレー ぎゅうにゅう スキムミルク パセリ にんにく たまねぎ ナン しらたまこ

おとうふ白たまポンチ ガルバンゾ ぶたひきにく しょうが ホールトマト しょうが さんおんとう あぶら

きぬごしどうふ みかんかん パインかん おうとうかん

チャーハン 牛乳 キムチチャーハン ぎゅうにゅう ぶたにく にんじん わけぎ たまねぎ こめ でんぷん あぶら

ヤンニョムチキン とりにく こめみそ しょうが ねぎ キムチ さんおんとう ごまあぶら

やさいスープ もめんどうふ とんこつ もやし はくさい ぶなしめじ オリーブオイル

すめし 牛乳 なの花ちらしずし ぎゅうにゅう わかめ にんじん なのはな はくさい こめ さんおんとう

ゆばいりすましじる きざみのり かんてん こまつな ごぼう しょくようぎく じょうはくとう あぶら

いそべあえ とりにく あぶらあげ えのきだけ きゃべつ 白ごま

おひなさまかん ゆば もめんどふ もやし あまなつみかん

ごはん 牛乳 さかなのかりんあげ ぎゅうにゅう メルルーサ かぼちゃ えだまめ ねぎ こめ でんぷん あぶら

かぼちゃのくずしに わかめ あぶらあげ にんじん だいこん さんおんとう じょうはくとう

しめじとやさいのみそしる 白みそ ほんしめじ こんにゃく バター

フルーツ（オレンジ） オレンジ
じこなうどん 牛乳 けんちんうどん ぎゅうにゅう チーズ にんじん ねぎ こまつな じこなうどん さといも

チーズ・サーモンはるまき サーモン ぶたにく ほししいたけ だいこん さんおんとう こむぎこ

はるまきのかわ あぶら
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はるまきのかわ あぶら

あげパン 牛乳 【セレクト給食】 きなこ ぎゅうにゅう とんこつ にんじん さやいんげん ツイストパン じょうはくとう

きなこまたはココアあげパン 660 27.8 ぶたにく とりにく もやし はくさい ねぎ ぐらにゅうとう ごまあぶら

やきにくサラダ ココア きなこ きゃべつ こんにゃく ワンタンのかわ あぶら

ワンタンスープ 652 26.7

ごはん 牛乳 みそカツどん・ボイルキャベツ ぎゅうにゅう ぶたにく なのはな にんにく こめ こむぎこ パンこ

なの花いりすましじる 赤みそ もめんどうふ きゃべつ えのきだけ さんおんとう ごまあぶら

ヨーグルト わかめ ヨーグルト ねぎ 白ごま あぶら

むぎごはん オレンジジュース 【おわかれ交流給食】 ぎゅうにゅう チーズ にんじん オレンジジュース こめ おおむぎ ごまあぶら

ポークカレー ぶたにく しょうが にんにく コーン じゃがいも こむぎこ あぶら

サウピカンサラダ キャベツ たまねぎ さんおんとう バター

ごはん 牛乳 マーボどうふ ぎゅうにゅう ぶたひきにく にんじん にら たけのこ こめ さんおんとう あぶら

はるまき もめんどうふ ぶたにく にんにく たまねぎ ねぎ でんぷん はるさめ ごまあぶら

赤みそ ほししいたけ きくらげ はるまきのかわ こむぎこ

ごはん 牛乳 さわらのゆずみそやき ぎゅうにゅう とりにく にんじん こまつな しょうが こめ さんおんとう

春のきんぴら さわら 白みそ ねぎ ゆず うど れんこん なんぶせんべい ごまあぶら

せんべいじる ぶなしめじ ごぼう だいこん こんにゃく 白ごま あぶら
セサミバンズ 牛乳 てづくりカレーパン ぎゅうにゅう とりにく にんじん きゃべつ セロリー セサミバンズ パンこ ノンエッグマヨネーズ

15 やさいたっぷりポトフ 617 23.7 ぶたひきにく ウインナー ごぼう コーン たまねぎ じゃがいも さんおんとう 白ごま

ごぼうサラダ こんにゃく ごまあぶら オリーブオイル

ごはん 牛乳 さかなのにつけ ぎゅうにゅう めばる にんじん しょうが ねぎ こめ さんおんとう あぶら

やさいのごまじょうゆあえ とりにく 白みそ こまつな ごぼう もやし でんぷん 白ごま

とりにくいりごもくみそしる あぶらあげ だいこん こんにゃく
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ゆかりごはん 牛乳 とりのからあげ ぎゅうにゅう とりにく ゆかり パセリ とうがん こめ でんぷん あぶら

こふきいも 599 ぶたにく むきえび ほししいたけ しょうが じゃがいも 白ごま

とうがんのとろーりじる ちりめんじゃこ
クロワッサン ジョア マカロニグラタン ジョア なまクリーム にんじん ブロッコリー クロワッサン マカロニ

チキンサラダ ぎゅうにゅう とりささみ さやいんげん たまねぎ こむぎこ パンこ あぶら

【セレクトデザート】 とりにく パルメザンチーズ きゃべつ ごぼう マヨネーズ バター タルト

☆材料などの都合で、その日の献立が変更になる場合があります。ご了承ください。

４月から６年生は中学生になり、１年生から５年生のみなさんは、１つ上の学年になります。

リクエスト給食 ☆ナン・キーマーカレー たんぽぽ ２・6年生 ☆キムチチャハン １・２・３・５年生

29.0

＊６年生のみなさん、ご卒業おめでとうございます。

木

☆ポークカレー 1・2・3・4・5・6・年生・たんぽぽ ☆マーボどうふ ３・４・６年生

☆チーズサーモンはるまき 4・5・6年生 ☆ワンタンスープ 1・2・3・4・5・6年生 たんぽぽ

17

新しい学年になる時をチャンスに、「朝ごはんをしっかり食べる」や「苦手なものでも少しずつ食べてみる」

など、毎日の食生活を見直してみませんか？食べることは、生きていく中でとても大切なことです。

☆はるまき 1・3・6年生 ☆カレーパン 2・3・5・6年生 ☆とりのからあげ たんぽぽ 1・2・3・4・5・6・年生

18 金 656 23.6


