
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）

さといものみそしる ぎゅうにゅう　あぶらあげ こめ　あぶら　 にんじん　　ごぼう

1 木 つきのうさぎ 610 21.3 ぶたにく　かまぼこ　えだまめ さといも　ごまあぶら だいこん　　ねぎ

（つきみまんじゅう） わかめ　あかみそ　しろみそ つきみまんじゅう しょうが

おさつコロッケ ぎゅうにゅう　いんげんまめ こめ　あぶら　パンこ にんじん　　たまねぎ

2 金 もやしのおひたし 666 22.2 ぶたにく　とりにく　 さつまいも　さとう もやし　　　きゅうり

やさいのみそしる あかみそ　しろみそ　あぶらあげ はくりきこ だいこん　　

ワカメスープ ぎゅうにゅう　わかめ こめ　　おおむぎ にんじん　にら　にんにく　

5 月 アセロラゼリー 634 25.2 ぶたにく　　　もめんどうふ さとう　でんぷん ほうれんそう　たまねぎ

とりにく　　　　 ごまあぶら　あぶら たけのこ　きゃべつ　ねぎ

ぶたにくのしょうがいため ぎゅうにゅう　わかめ こめ　　じゃがいも にんじん　たまねぎ

6 火 ごはん ポテトサラダ 619 20.3 ぶたにく　 さとう　あぶら ピーマン　コーン　しょうが

もやしのみそしる あかみそ　しろみそ　 ノンエッグマヨネーズ もやし　　きゅうり

みそドレッシングサラダ ぎゅうにゅう こめ　おおむぎ　はくりきこ にんじん　こまつな　

7 水 ゆずゼリー 689 21.2 ぶたにく さとう　あぶら たまねぎ　だいこん　

しろみそ ゆずゼリー きゃべつ　マッシュルーム

ジュリアンヌスープ コーヒーぎゅうにゅう コッペパン　　はくりきこ にんじん　たまねぎ

8 木 707 24.5 ウインナー　ぶたにく バター　　　　じゃがいも セロリー　もやし　

だいず　　シュレットチーズ あぶら にんにく　ホールトマト

あじのなんばんづけ ぎゅうにゅう　わかめ こめ　　　　　あぶら ピーマン　こまつな　にんじん

9 金 ごはん やさいのマヨネーズあえ 614 23.9 あぶらあげ　　あじ さとう きゃべつ　コーン　だいこん

みそしる・ブルーベリーゼリー あかみそ　　　しろみそ ブルーベリーゼリー きりぼしだいこん

こんさいのみそしる ぎゅうにゅう　とうふ こめ　さとう にんじん　ほんしめじ

12 月 しらたまきなこ 638 18.3 とりにく　あぶらあげ さといも　しらたまだんご ごぼう　だいこん　ねぎ

あかみそ　しろみそ くり　くろみつ　ごまあぶら

いわしのかばやき ぎゅうにゅう　　わかめ こめ　　　おおむぎ ほうれんそう　にんじん

13 火 ごはん ほうれんそうのおかかあえ 611 24.4 いわし　　　　　しろみそ でんぷん　さとう しょうが　　　きゃべつ

かぶのみそしる あぶらあげ　　　あかみそ あぶら かぶ

チャプチェ ぎゅうにゅう こめ　はるさめ にんじん　ピーマン　にら

14 水 ごはん キムチスープ 710 18.8 ぶたひきく さとう　 しいたけ　たまねぎ　しょうが

マンゴープリン ごまあぶら　しろごま はくさい　もやし　キムチ

ジャンボてづくりしゅうまい ぎゅにゅう　わかめ こめ　　　でんぷん　 にんじん　たまねぎ

15 木 フレンチサラダ 592 23.1 とうふ　　　ぶたにく シュウマイのかわ れんこん　しいたけ

ちゅうかスープ とりにく　　なると さとう　　ごまあぶら きゃべつ　コーン　しょうが

じこなうどん ぎゅにゅう　 うどん　　　　さつまいも にんじん　　こまつな　

16 金 やさいのかきあげ 620 20.6 とりにく　 はくりきこ　　あぶら さやんげん　たまねぎ

いちごのクレープ あぶらあげ いちごクレープ ねぎ　　　　しいたけ

とうがんのそぼろに ぎゅにゅう　あおのり こめ　じょうはくとう にんじん　さやいんげん

19 月 のりのしおだいず 627 26.9 あぶらあげ でんぷん　あぶら しめじ　まいたけ　しょうが

とりにく とうがん　たまねぎ

ポタージュスープ ぎゅうにゅう　チーズ ツイストパン　はくりきこ にんじん　

20 火 ブロッコリー 632 19.3 スキムミルク　 バター　　　　じゃがいも たまねぎ　　

エビフライ えび あぶら　　　　パンこ コーンクリーム

こまつなのみそしる ぎゅうにゅう こめ　　　　おおむぎ　 チンゲンサイ　にんじん

21 水 りんご 597 23.2 ぶたにく こんにゃく　でんぷん こまつな　ねぎ　にんにく

あかみそ　しろみそ さとう　　　あぶら だいこん　しょうが　りんご

ぶりのてりやき ぎゅうにゅう こめ　　　　さとう にんにく　もやし

22 木 ごはん もやしのあえもの 592 18.5 ぶり　ぶたにく　とうふ こんにゃく　さといも ごぼう　　だいこん

とんじる あかみそ　しろみそ ごま　　あぶら　ごまあぶら しめじ　　ねぎ
ジョア ちゅうかめん ジョアマスカット ちゅうかめん にんじん　にら　にんにく　

23 金 タンメン チーズサーモンはるまき 674 25.5 ぶたにく　サーモン でんぷん　はるまきのかわ しょうが　きゃべつ　ねぎ

ミニトマト（2こ） プロセスチーズ はくりきこ　　あぶら もやし　ミニトマト　

ぶたにくとだいこんのにもの ぎゅうにゅう　のり こめ　　　でんぷん にんじん　　しょうが

26 月 みかん 703 25.7 かつお　　 だいこん　　みかん

ぶたにく

コーンサラダ ぎゅうにゅう スパゲティー　はくりきこ にんじん　こまつな　セロリ

27 火 りんごとさつまいものパイ 629 19.9 ぶたにく さとう　あぶら　バター たまねぎ　きゃべつ

さつまいも　ぎょうざのかわ じょうが　にんにく

とりのからあげ ぎゅうにゅう　　わかめ こめ　　　　でんぷん しょうが　　ねぎ

28 水 わかめのすましじる 593 22.1 とりにく　　かまぼこ ごまあぶら　しろごま しゃくしな

あぶら

エスニックサラダ ぎゅうにゅう こめ　おおむぎ　あぶら にんじん　ピーマン

29 木 フルーツポンチ 632 23.6 とりにく　 じゃがいも　はちみつ たまねぎ　きゅうり

ハム はるさめ　　はくりきこ きゃべつ　マッシュルーム

だいこんのあさづけ ぎゅうにゅう　　しろみそ こめ　　こんにゃく にんじん　きゅうり

30 金 ぎゅうどん なめことやさいのみそしる 621 24.3 ぎゅにく　　　　あかみそ さとう　あぶら たまねぎ　だいこん　

あぶらあげ　　　 しょうが　にんにく

令和2年度 志木市第二小学校 

きんぴら
ずし

※食材料の都合により、献立が変更する場合がございます。
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10月の予定献立


