
　　令和元年度 *1月24日～30日は全国給食週間です
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

日 曜 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)

とりひきにく　とうふ こめ　あかまい　パンこ にんじん　せり　しゅんぎく

あかまいごはん ぎゅうにゅう まつかぜやき あかみそ　とりにく さとう　しろごま みつば　たまねぎ　しょうが

10 金 こうはくなます 560 23.7 ぎゅうにゅう さんおんとう だいこん　かぶ
ななくさじる

13 月

ちゅうかめん みそラーメン ぶたひきにく　あかみそ ちゅうかめん　じゃがいも にんじん　にら　にんにく
14 火 じゃがまるくん 736 25.9 チーズ　ぎゅうにゅう でんぷん　ごまあぶら　あぶら しょうが　キャベツ　もやし

ぶたひきにく　とりにく こめ　さとう　さんおんとう にんじん　さやいんげん
こぎつねずし ちくぜんに あぶらあげ　あずき こんにゃく　しらたまだんご ごぼう　だいこん

15 水 しらたまぜんざい 717 25.8 ぎゅうにゅう あぶら

ごはん しろみざかなのハーブパンこやき メルルーサ　あぶらあげ こめ　オリーブオイル にんじん　だいこん　ねぎ
16 木 はくさいのあさづけふう 574 26.2 あかみそ　しろみそ　こんぶ パンこ　しちみとうがらし はくさい

だいこんのみそしる パルメザンチーズ　ぎゅうにゅう

むぎごはん とうふのチゲなべふう ぶたにく　とうふ　くきわかめ こめ　おおむぎ　さんおんとう にんじん　にら　はくさい
17 金 くきわかめのあまからいため 602 22.9 イカ　ぎゅうにゅう ごまあぶら　こんにゃく ねぎ　にんにく　しょうが

しろごま キムチ
チキンピラフ パンチビーンズ とりにく　だいず　いんげんまめ こめ　でんぷん　じゃがいも にんじん　ぶなしめじ　キャベツ

20 月 やさいたっぷりポトフ 610 23.4 ウインナー　ぎゅうにゅう あぶら　オリーブオイル セロリー　たまねぎ
とうもろこし　さやいんげん

ごはん てづくりおかかふりかけ ぶり　かつおぶし　ちりめんじゃこ こめ　さんおんとう だいこん　しょうが　

21 火 ぶりだいこん 587 28.7 とうふ　あかみそ　しろみそ しろごま ねぎ　はくさい
はくさいのみそしる あおのり　わかめ　ぎゅうにゅう

きなこトースト わふうサラダ ちくわ　きなこ　ぶたにく しょくパン　じゃがいも　 にんじん　キャベツ　トマトかん

22 水 トマトシチュー 683 25.6 ぎゅうにゅう さんおんとう　こむぎこ　あぶら とうもろこし　たまねぎ
　バター　しろごま ぶなしめじ

ごはん ふわふわどん ぶたひきにく　とうふ こめ　おおむぎ　あぶら にんじん　こまつな　ねぎ
23 木 さんしょくナムル 573 25.3 ワカメ　とりにく　ぎゅうにゅう さんおんとう　ごまあぶら しょうが　もやし　はくさい

わかめスープ たまねぎ
あぶらあげ　とりにく うどん　でんぷん　あぶら にんじん　ぶなしめじ　

うどん みそにこみうどん あかみそ　はっちょうみそ さんおんとう　しろごま たまねぎ　はくさい
24 金 てばさきふうからあげ 627 24.8 ぎゅうにゅう にんにく

さけ　あかみそ　しろみそ こめ　こんにゃく にんじん　はくさい　ねぎ
ごはん さけのしおやき ぶたにく　やきのり あぶら だいこん　ゆかり

27 月 (セルフおにぎり) はくさいのゆかりあえ・やきのり 562 28.9 ぎゅうにゅう
とんじる

ぶたにく　さつまあげ こめ　あぶら　ごまあぶら にんじん　にら　ほししいたけ

じゅうしい にんじんしりしり まぐろかん　こんぶ　もずく はくりきこ　さんおんとう もやし　ねぎ　えのきだけ
28 火 もずくスープ 683 23.8 とうふ　とうにゅう

サーターアンダギー ぎゅうにゅう
とりにく　さけ こめ　でんぷん　じゃがいも にんじん　しょうが　にんにく

ごはん ザンギ あかみそ　しろみそ こんにゃく　あぶら とうもろこし　ねぎ
29 水 コーンポテト 532 22.6 ぎゅうにゅう だいこん　パセリ

いしかりじる
スパゲティ ミートビーンズ ぶたひきにく　だいず スパゲティ　おおむぎ にんじん　にんにく　しょうが

30 木 むぎむぎスープ 557 24.4 ウインナー　ぎゅうにゅう オリーブオイル　あぶら たまねぎ　セロリー　キャベツ

トマトかん
ホタテかん　あぶらあげ こめ　さんおんとう せり　にんじん　はくさい

ホタテごはん せりむし とりにく　とうふ こんにゃく　だまこもち だいこん　ねぎ
31 金 だまこじる 558 21.4 ぎゅうにゅう
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プロジェクトのロゴマークです。

今年も栄養士、調理員一同、安心安全でおいしい給食を出せるようにがんばります。

よろしくお願いします。

3学期も、学習・運動に力いっぱい取り組み、たくさん食べて食缶がからっぽで

返ってきてほしいと願っています☆

裏面の、給食だよりも色々お知らせを書いています。ぜひ見てください！

志木市立志木第二小学校
こんだてめい

すこしおくれて、おしょうがつ・ななくさこんだて

せいじんのひ

すこしおくれて、かがみびらきこんだて

なごやこんだて

めいじ22ねん、きゅうしょくがはじまったときの、さいげんこんだて

おきなわこんだて(たまご不使用)

ほっかいどうこんだて

あきたけんこんだて


