
平成29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)

31 木

スパゲティ
ミートソーススパゲティ
サラダスープ
なし1/4こ

530 24.8

ぎゅうにゅう　ぶたひきにく
パルメザンチーズ　とりささ
み
わかめ

スパゲティ　オリーブゆ
あぶら　バター　こむぎこ

にんにく　たまねぎ　　セロリ
トマトピューレ　マッシュルーム
にんじん　レタス　なし

1 金

すめし 【２年生校外学習】
なつのさわやかてまきずし
イカのかりんあげ
とうふのすましじる

580 29.5
ぎゅうにゅう
とりひきにく　やきのり
いか　とうふ

こめ　じょうはくとう
でんぷん　さんおんとう
しろごま　あぶら

みょうが　しょうが
きゅうり　えのき　ねぎ
こまつな

4 月

むぎごはん

チキンカレー
とうがんポンチ

698 19.6
ぎゅうにゅう
とりももにく

こめ　むぎ　あぶら
じゃがいも　こむぎこ　こんにゃく
ナタデココ　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　おうとう缶
パイン缶　とうがん

5 火

ごはん
しろみさかなのみそだれやき
きりぼしだいこんのにもの
こまつないりけんちんじる

598 35
ぎゅうにゅう
メルルーサ　みそ　とうふ
とりももにく　さつまあげ

こめ　あぶら　さんおんとう
こんにゃく　しろごま
じゃがいも

きりぼしだいこん　にんじん
ごぼう  いんげん　ほししいたけ
だいこん  こまつな

6 水

ちゅうかめん

しおこうじラーメンのつゆ
あげはるまき

660 26.7
ぎゅうにゅう
ぶたひきにく

ちゅうかめん　あぶら
ごまあぶら　はるまきのかわ

しょうが　にんじん　たまねぎ
キャベツ　もやし　にら
こまつな

7 木

ごはん
やきとりどん
おひたし
とうふとわかめのすましじる

649 27.6

ぎゅうにゅう
とりももにく　とりむねにく
とうふ　わかめ

こめ　でんぷん　あぶら
さんおんとう

ねぎ　もやし　こまつな
えのきたけ

8 金

くろパン ジョア
プレーン なつやさいのミートグラタン

ミニトマト２こ
せんぎりやさいのスープ

605 26.3
ジョア
ぶたももひきにく
チーズ　ぶたももにく

パン　あぶら　こむぎこ
じゃがいも　ドライパン
こ

しょうが　にんにく　たまねぎ
トマトピューレ　トマト　なす
ズッキーニ　ミニトマト　にんじん
キャベツ

11 月

わかめごはん

てづくりコロッケ
ボイルキャベツ・ソース
ごもくみそしる

614 29

ぎゅうにゅう　わかめ
ぶたひきにく　とりにく
あぶらあげ　しろみそ
あかみそ

こめ　あぶら　こむぎこ
こんにゃく　ドライパンこ
じゃがいも  パンこ

たまねぎ　にんじん　キャベツ
ほししいたけ　ごぼう
だいこん　ねぎ

12 火

むぎごはん

【６年生修学旅行１日目】
はるさめいりマーボーなす
ちゅうかスープ

608 23.5

ぎゅうにゅう
とりひきにく　あかみそ
とりももにく　はっちょうみ
そ

こめ　むぎ　あぶら
さんおんとう ごまあぶら
はるさめ でんぷん

にんにく　しょうが　にんじん
なす　ねぎ　にら　もやし
ほししいたけ　みずな

13 水

ごはん 【６年生修学旅行２日目】
あかうおのにつけ
やさいのごまじょうゆあえ
とんじる

600 21.8
ぎゅうにゅう　あかうお
ぶたももにく　とうふ
あかみそ　しろみそ

こめ　あぶら　じゃがいも
しろごま　こんにゃく
さんおんとう　でんぷん

しょうが　キャベツ
こまつな　にんじん　ごぼう
だいこん　ねぎ

14 木

うどん

にくじるうどんのつゆ
みそポテト２こ

722 23.6
ぎゅうにゅう　ぶたばらにく
あぶらあげ　しろみそ

うどん　さんおんとう
あぶら　じょうはくとう
じゃがいも　こむぎこ

こまつな　ばんのうねぎ
たまねぎ

15 金

じゅうしい

ゴーヤのフリッター
おきなわもずくスープ

586 29.6

ぎゅうにゅう　こんぶ
もずく　ぶたももにく
とりももにく　さつまあげ
チーズ　とうふ

こめ　あぶら　こむぎこ
ベーキングパウダー
ごまあぶら

ほししいたけ　にんじん　にら
にがうり　だいこん　ねぎ

18 月

19 火

こくとうきな
こ

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

697 22.5
ぎゅうにゅう　きなこ
とりももにく　ウインナー
えだまめ

パン　あぶら 　くろざとう
ごまあぶら　ワンタンのかわ
ラーゆ　じゃがいも　バター

にんじん　もやし　はくさい
ねぎ　ホールコーン

20 水

むぎごはん
ぶたキムチどんのぐ
かんてんかいそうさらだ
わかめスープ

631 21.6
ぎゅうにゅう　わかめ
ぶたかたロースにく

こめ　むぎ　ごまあぶら
あぶら　ごま　しろごま
さんおんとう

もやし　ねぎ　きゃべつ
ホールコーン　にら　しょうが
かんてん　かいそうミックス
にんにく

21 木

ごはん てづくりおかかふりかけ
しろみざかなフライ・ソース
ふのりのみそしる
きょほう２つぶ

698 19.6

ぎゅうにゅう　ちりめんじゃこ
かつおぶし　ふのり　あおのり
ほき　あぶらあげ　しろみそ　あ
かみそ

こめ　しろごま　こむぎこ
さんおんとう　パンこ
あぶら　ドライパンこ

にんじん　だいこん　こまつな
きょほう

22 金

チキンライス

【３年生校外学習】
かぼちゃのポタージュ
パリパリサラダ

623 20.2
ぎゅうにゅう　とりももにく
ベーコン　なまクリーム

こめ　あぶら　バター
ワンタンのかわ　ごまあぶら

トマトピューレ　たまねぎ　しめじ
ホールコーン　ホールトマト
ピーマン　かぼちゃ　パセリ
キャベツ　にんじん　みずな

25 月

むぎごはん
さんまのかばやき
もやしとあおなのあえもの
なめことやさいのみそしる

656 24.5
ぎゅうにゅう　さんま
とうふ　あかみそ
しろみそ

こめ　むぎ　でんぷん
あぶら さんおんとう

しょうが　もやし　こまつな
にんじん　なめこ　だいこん
ばんのうねぎ

26 火

ちゅうかめん

ファイバージャージャーめんのぐ

とりにくとやさいのスープ
614 24.5

ぎゅうにゅう　ぶたひきにく
はっちょうみそ　あかみそ
とりにく

ちゅうかめん　ごまあぶら
あぶら　さんおんとう
でんぷん

しょうが　にんにく　ねぎ
ほししいたけ　にんじん
たまねぎ　たけのこ　ごぼう
キャベツ　えのきたけ　モロヘイヤ

27 水

ターメリック
ライス 【５年生宿泊学習１日目】

なすいりドライカレー
コーンとキャベツのサラダ

623 20.2
ぎゅうにゅう
ぶたひきにく

こめ　オリーブゆ　あぶら
こむぎこ

たまねぎ　しょうが　にんにく
にんじん　トマトピューレ　なす
キャベツ　きゅうり　ホールコーン

28 木

ぶたとねぎの
まぜごはん 【５年生宿泊学習２日目】

あげだしどうふ
みつばとなるとのすましじる

633 25.9
ぎゅうにゅう　ぶたももにく
あかみそ　とうふ　なると　わか
め

こめ　あぶら　さんおんとう
ごまあぶら　でんぷん

しょうが　にんにく　ねぎ
にんじん　しめじ　さやいんげん
りんご　えのきたけ　みつば

29 金

まいたけごはん 【５年生宿泊学習３日目】
さけのてりやき
もやしのナムル
あかだしみそじる

619 21.9
ぎゅうにゅう　とりにく
あぶらあげ　さけ　わかめ
あかみそ　はっちょうみそ

こめ　あぶら　ラーゆ
ごまあぶら

まいたけ　にんじん　ごぼう
さやいんげん　もやし
きゅうり　だいこん　こまつな

●おはしは毎日もってきてください。●食材料等の都合により献立が変更になる場合があります。ご了承ください。

日 曜
こんだてめい

けいろうのひ
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