
５月の予定献立表

献　　立　　名 ｴﾈﾙｷﾞｰ たん白質 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

日 曜 しゅしょく のみもの  お  か  ず Kcal g しょくひん（赤） しょくひん（黄） ととのえるしょくひん（緑）

ちゅうかスープ ぎゅうにゅう　とうにゅう むしちゅうかめん にんじん　しょうが

1 月 サーターアンダギー 756 26.0 ぶたにく　とりにく はくりきこ　あぶら たけのこ　しいたけ

いか　とうふ　なると さんおんとう たまねぎ　はくさい　もやし

あじのなんばんづけ ぎゅうにゅう　　わかめ こめ　 こまつな　にんじん　ねぎ　

2 火 やさいのみそマヨあえ 680 23.0 あじ　　あぶらあげ じょうはくとう きゃべつ　ピーマン　コーン

わかめのみそしる あかみそ　しろみそ あぶら だいこん　ゆかり

なのはなのからしあえ ぎゅうにゅう　のり こめ　　じょうはくとう にんじん　なのはな　ねぎ

3 水 さくらすましじる 677 24.9 ぶたにく　とりにく でんぷん　はくりきこ さやいんげいん　もやし

ひなまつりだいふく かまぼこ こしあん　あぶら

すきやきふうに ぎゅうにゅう こめ　　しらたき にんじん　こまつな

4 木 ごはん ナムル 680 25.4 ぎゅうにく　　とうふ じょうはくとう　でんぷん たまねぎ　はくさい　ねぎ

いちご しろみそ あぶら　 にんにく　しょうが　もやし

チーズハンバーグ ぎゅうにゅう　しろみそ こめ　　パンこ にんじん　たまねぎ

5 金 ごはん ボイルきゃべつ 624 25.9 ぶたにく　とりにく さんおんとう　しらたき だいこん　きゃべつ

せんぎりやさいのみそしる とうふ　あぶらあげ あぶら にんにく　しょうが

ビーフカレー ぎゅうにゅう こめ　　おおむぎ にんじん　たまねぎ

8 月 ごはん サイダーポンチ 643 19.3 ぎゅうにく じゃがいも　はくりきこ しょうが　にんにく

はちみつ　あぶら みかんかん
アシドミルク ひきにくのトマトに のむヨーグルト こめ　　あぶら たまねぎ　きゃべつ

9 火 タコライス きゃべつのマヨあえ 586 20.8 ぶたにく　だいず もやし　しいたけ

もずくスープ もずく ホールトマト　にんにく
　　　 とりねぎうどんじる ぎゅうにゅう じこなうどん　あぶら にんじん　こまつな

10 水 うどん みそポテト 605 20.1 とりにく　あぶらあげ じゃがいも　はくりきこ ねぎ　　　れんこん

れんこんきんぴら あかみそ　 さんおんとう　しろごま

いわしのかばやき ぎゅうにゅう　あぶらあげ こめ　おおむぎ ほうれんそう　きゃべつ

11 木 ごはん ほうれんそうのおかかあえ 640 21.3 いわし　かつおぶし　わかめ でんぷん　さんおんとう にんじん　しょうが

かぶのみそしる あかみそ　しろみそ あぶら かぶ

やきにくサラダ ヨーグルト ソフトフランスパン さやいんげん　きゅうり

12 金 ヨーグルト 676 24.3 ぎゅうにく しらたき　あぶら もやし　ピーマン

オレンジジュース

かんとんめんのしる ぎゅうにゅう ホットちゅうかめん にんじん　チンゲンサイ

15 月 ツナぎょうざ 680 21.0 ぶたにく でんぷん　ぎょうざのかわ ブロッコリー　トマト　ニラ

ブロッコリー・ミニトマト ツナフレーク はくりきこ　あぶら もやし　たけのこ　しいたけ

きゃべつメンチカツ ぎゅうにゅう　とうにゅう　 こめ　パンこ　あぶら にんじん　たまねぎ　ねぎ

16 火 ごはん マカロニサラダ 692 22.3 ぶたにく　ツナフレーク はくりきこ　マカロニ きゅうり　きゃべつ　コーン

みそしる・おかかふりかけ あぶらあげ　あかみそ ノンエッグマヨネーズ だいこん　

さけのちゃんちゃんやき ぎゅうにゅう　さけ こめ　じょうはくとう きゃべつ　たまねぎ　ピーマン　

17 水 ごはん たたききゅうり 643 24.0 しろみそ　あかみそ しらたまだんご　ごま きゅうり　だいこん　にんにく

しらたまだんごじる あぶらあげ　 バター　ごまあぶら にんじん　こまつな

ヤンニョムチキン ぎゅうにゅう こめ　でんぷん　あぶら ほうれんそう　にんじん

18 木 ごはん ごまあえ 626 25.4 ぶたにく　とりにく じょうはくとう　ごまあぶら にら　たまねぎ　もやし

はるさめスープ しろごま ねぎ　きくらげ　にんにく

だいこんのあさづけ ぎゅうにゅう　あぶらあげ こめ　いとこんにゃく にんじん　たまねぎ

19 金 ぎゅうどん なめこのみそしる 589 25.2 わかめ　ぎゅうにく じょうはくとう　あぶら グリンピース　きゅうり

せとか あかみそ　しろみそ だいこん　にんにく

ポタージュスープ ぎゅうにゅう こめ　じゃがいも にんじん　パセリ

22 月 さくらゼリー 640 18.2 スキムミルク はくりきこ　あぶら たまねぎ　マッシュルーム

とりにく　 バター　さくらゼリー グリンピース　コーン

ビーフシチュー コーヒーぎゅうにゅう　 ナン　じゃがいも にんじん　たまねぎ

23 火 ナン コーンサラダ 688 23.1 ぎゅうにく　　 はくりきこ　じょうはくとう マッシュルーム　にんにく

バター　　あぶら きゃべつ　きゅうり

24 水

エビフライ ぎゅうにゅう スパゲッティー たまねぎ　しいたけ

25 木 しんきゅうデザート 681 18.4 ぶたにく　 あぶら　　パン粉 しめじ　　えりんぎ

エビ　　きざみのり はくりきこ ピーマン　にんにく
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3日（水）ひなまつり献立
12（金）ホワイトデー献立
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リクエストゼリーの日

令和2年度 志木市立志木第二小学校 

そつぎょうしき

６年生のみなさん、小学校での給食が残すところ
あとわずかとなりました。
たくさん食べてくれて、ありがとうございました！

       献立紹介
こんだてしょうかい

                                 ※食材料の都合により献立が変更する場合があります。
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22（月）給食委員会にてリクエスト献立集計結果！
　　　　 ゼリーの提供が決定しました！！

在校生のみなさん、もうすぐ進級ですね。
今のクラスで食べるのは、最後の月となりました。
給食を通して、楽しい時間を過ごしてください♡

23（火）6年生のみなさんには、特別献立をご用意します。
　　　　 おたのしみに💛

3月の予定献立表


