
エネルギー たんぱくしつ おもにからだをつくる おもにねつやちからになる おもにからだのちょうしを

しゅしょく のみもの おかず kcal g しょくひん（あか） しょくひん（き） ととのえるしょくひん（みどり）

2 木

ごはん
めひじきいりてりやきつくね
もやしのナムル
さわにわん

579 29
ぎゅうにゅう　とりひきにく
とうふ　ひじき　わかめ
ぶたももにく

こめ　ごまあぶら
でんぷん　さんおんとう
ラーゆ

ねぎ　れんこん　しょうが
もやし　きゅうり　にんじん
たけのこ　だいこん　ごぼう
ばんのうねぎ　とうがらし

3 金

かみかみ
ごはん 【虫歯予防デー献立】

まめあじのなんばんづけ
カルシウムたっぷりみそしる

601 28.4

ぎゅうにゅう　とりひきにく
だいす　するめいか　えだまめ
なまあげ　あかみそ
はっちょうみそ　まめあじ

こめ　あぶら
さんおんとう　しろごま
でんぷん　こむぎこ

しょうが　ねぎ　ごぼう
だいこん　こまつな　ピーマン
にんじん

6 月

ココア
あげパン ワンタンスープ

ウインナーいりカラフルポテト
631 21.6

ぎゅうにゅう
とりももにく　ウインナー
えだまめ

パン　あぶら
じょうはくとう　グラニューとう
なまワンタンのかわ　ごまあぶら

ラーゆ　じゃがいも　バター

にんじん　もやし　キャベツ
ねぎ　ホールコーン

ごはん

9 木

15 水

むぎごはん

ちくわとごぼうのごまだれどん
きりたんぽじる

630 20.8
ぎゅうにゅう　ちくわ
とりももにく　とうふ

こめ　むぎ　あぶら
でんぷん　さんおんとう
しろごま　きりたんぽ

ごぼう　しょうが　だいこん
にんじん　まいたけ
こまつな　ねぎ

24 金

ちゅうかめん

にくやさいラーメンのつゆ
てづくりはるまき

697 25.5
ぎゅうにゅう　ぶたにく
とりひきにく

ちゅうかめん　あぶら
さんおんとう　ごまあぶら

はるさめ　でんぷん
はるまきのかわ　こむぎこ

しょうが　にんじん　もやし
キャベツ　にんにく　しょうが

ねぎ　たけのこ　にら

30 木

ごはん あじのやくみソースがけ
ひじきのごもくに
キャベツとじゃがいものみそしる

554 27.6
ぎゅうにゅう　あじ
ひじき　あぶらあげ
だいす　とうふ　しろみそ

こめ　さんおんとう
あぶら　じゃがいも

ねぎ　しょうが　ほししいたけ

にんじん　さやいんげん
キャベツ　にら

●おはしは毎日持ってきてください。●食 材 料の都合により献立が変更になることがあります。●今月の給食費集金日は2日(木)です。

29 水

てづくり
カレーパン

やさいたっぷりポトフ
メロン1/16こ

593 24.5
ぎゅうにゅう
ぶたももにく
とりももにく

パン　あぶら　こむぎこ
カレールウ　ドライパンこ
じゃがいも　こんにゃく

にんにく　しょうが　たまねぎ

にんじん　ピーマン　キャベツ

セロリー　メロン

28 火

こうめごはん
レバーのかりんあげ
いそのかあえ
とうふのすましじる

570 28.4
ぎゅうにゅう
ちりめんじゃこ　ぶたレバー

のり　とうふ

こめ　きび　しろごま
でんぷん　あぶら
さんおんとう

うめぼし　しょうが　にんにく
こまつな　にんじん　もやし
えのき　ねぎ　こまつな

27 月

むぎごはん
チンジャオロースー
ちゅうかスープ 557 22.7

ぎゅうにゅう
ぶたももにく　とりももにく

とうふ

こめ　むぎ
さんおんとう　ごまあぶら
でんぷん　はるさめ

にんにく　しょうが
ほししいたけ　たけのこ
もやし　ピーマン　にんじん
ねぎ　にら

14 火
うどん

スタミナうどんのつゆ
みそポテト２こ（秩父市）

673 22.9
ぎゅうにゅう　ぶたにく
しろみそ

うどん　あぶら
さんおんとう　じゃがいも
こむぎこ

にんじん　たまねぎ　ねぎ
しょうが　にんにく

こめ　じょうはくとう
さんおんとう　あぶら
こむぎこ

にんじん　さやいんげん

ぎゅうにゅう　ベーコン
むきえび　わかめ
とりむねにく　チーズ

こめ　むぎ　あぶら
しろごま　ノンエッグマヨネーズ
ドライパンこ　コーンフレーク

にんにく　ねぎ　にんじん
レタス　もやし　ホールコーン

21 火

こぎつね
ずし 【５年生社会科見学】

ししゃものてんぷら２ほん
アーサじる

641 29.6

ぎゅうにゅう　ぶたももにく
あぶらあげ　ししゃも

たまご　あおのり
あおさ　とうふ

20 月

えびレタス
チャーハン とりのフレークやき

わかめスープ
583 27.3

ぎゅうにゅう
ぶたももひきにく　チーズ
とりももにく　スキムミルク

パン　こむぎこ
パンこ　あぶら
じゃがいも　バター

ピーマン　たまねぎ　パセリ
にんじん　クリームコーン
ホールコーン　ミニトマト23 木

はちみつパン
ピーマンのにくづめフライ・ソース

ミニトマト２こ
つぶつぶコーンスープ

684 23.6

22 水
チキンカレー
あじさいポンチ

693 19.4
ぎゅうにゅう
とりももにく　かんてん

こめ　むぎ
あぶら　じゃがいも
こむぎこ　ナタデココ
こんにゃく　じょうはくとう

しょうが　にんにく　たまねぎ
にんじん　みかん缶　パイン缶
おうとう缶　ぶどうジュース

むぎごはん

にんにく　ねぎ　たまねぎ
にんじん　ほししいたけ
たけのこ　にら　ホールコーン
クリームコーン　チンゲンサイ

16 木

ごはん
たちうおのにつけ
あおなともやしのあえもの
とんじる

567 22.7
ぎゅうにゅう　たちうお
ぶたももにく　とうふ
あかみそ　しろみそ

こめ　さんおんとう
でんぷん　しろごま
こんにゃく　じゃがいも
あぶら

しょうが　こまつな　もやし
にんじん　ごぼう
だいこん　ねぎ

17 金

むぎごはん 【４年生社会科見学】
マーボーどうふ
ちゅうかふうコーンスープ

590 24.5
ぎゅうにゅう
ぶたひきにく　とうふ
あかみそ　とりももにく

こめ　あぶら　むぎ
じょうはくとう　でんぷん
ごまあぶら

ぎゅうにゅう　ちりめんじゃこ

おから　かつおぶし
あぶらあげ　とうふ
あかみそ　だいず　とうにゅう

こめ　あぶら
ごまあぶら　しろごま
じゃがいも　こむぎこ
ドライパンこ

しゃくしなづけ　にんじん
たまねぎ　ねぎ　ブロッコリー
だいこん　こまつな

13 月

キムチ
チャーハン ヤンニョムチキン

やさいスープ
610 26

ぎゅうにゅう　ぶたにく
とりむねにく　とうふ

10 金

しゃくしな
ごはん 【埼玉県郷土食献立】

ゼリーフライ（行田市）
ブロッコリーのおかかあえ
かわじまごじる（川島町）

600 23.5

こめ　あぶら　ごまあぶら
でんぷん　オリーブゆ

しょうが　はくさいキムチ
もやし　ねぎ　にんじん　たまねぎ
ばんのうねぎ　キャベツ　しめじ

　　　　　　　　なかよしオリエンテーリング　おべんとうのひ

7 火
かつおのしんたまねぎソースがけ

しそひじきふりかけ
こまつないりけんちんじる

580 29.2
ぎゅうにゅう　かつお
ひじき　ちりめんじゃこ
とうふ

こめ　でんぷん　あぶら
さんおんとう　しろごま
じゃがいも

しょうが　たまねぎ　にんにく
ばんのうねぎ　にんじん　ごぼう

だいこん　こまつな

スパゲティ　オリーブゆ
あぶら　こむぎこ　バター
ごまあぶら

たまねぎ　キャベツ　にんにく
しめじ　パセリ　ホールトマト
にんじん　たけのこ　ねぎ　えのき

8 水
エビとしめじのトマトパスタ
とりとキャベツのスープ

576 23.5
ぎゅうにゅう　ベーコン
むきえび　チーズ
とりにく　とうふ

スパゲティ

平成２８年度 　　　　  志木市立志木第二小学校

日 曜
こんだてめい

1 水
ごもくあんかけやきそば
アメリカンドッグ

653 28.4
ぎゅうにゅう　ぶたももにく
むきえび　ウインナーフランク

ちゅうかめん　あぶら
ごまあぶら　でんぷん
ホットケーキミックス

しょうが　にんにく　たまねぎ
にんじん　たけのこ　もやし
ほししいたけ　キャベツ

ちゅうかめん

６月は「食育月間」 毎月１９日は「食育の日」です。 
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