
　　令和元年度
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)

ぶたにく　あぶらあげ こめ　さとう　さんおんとう にんじん　さやいんげん　しょうが

ごもくずし ぎゅうにゅう わかたけじる とうふ　ひじき　わかめ あぶら　しろごま ほししいたけ　たけのこ
7 火 かしわもち 589 22.9 ぎゅうにゅう かしわもち ねぎ

きなこあげパン とりにくとはるキャベツのスープ とりにく　ウインナー こめこパン　さんおんとう にんじん　こまつな　にんにく

8 水 かいそうサラダ 556 20.9 かいそうミックス　きなこ あぶら　オリーブオイル たまねぎ　マッシュルーム
ぎゅうにゅう ごまあぶら キャベツ　とうもろこし

ごはん さわらのうめみそやき さわら　しろみそ　ぶたにく こめ　さんおんとう　こんにゃく にんじん　さやいんげん
9 木 ごもくきんぴら 630 26.2 とうふ　ぎゅうにゅう じゃがいも　でんぷん　あぶら ばんのうねぎ　うめぼし

のっぺいじる ごぼう
みそラーメン にくだんごのもちごめむし ぶたひきにく　あかみそ ちゅうかめん　もちごめ にんじん　にら　しょうが　もやし

10 金 774 24.2 ぶたにく　ぎゅうにゅう でんぷん　あぶら　ごまあぶら にんにく　きくらげ　キャベツ

ねぎ　とうもろこし　たまねぎ

あじ　あぶらあげ　あかみそ こめ　でんぷん　さんおんとう グリンピース　にんじん
グリンピースごはん あじのしんたまソース わかめ　ぎゅうにゅう あぶら しょうが　たまねぎ　ねぎ

13 月 わかめのみそしる 572 25.8 にんにく　だいこん

ガーリックトースト ホワイトシチュー ベーコン　とりにく　ぶたにく しょくぱん　じゃがいも にんじん　にんにく　たまねぎ

14 火 やきにくサラダ 592 25.0 ミックスチーズ　ぎゅうにゅう はくりきこ　こんにゃく とうもろこし　キャベツ
あぶら　ごまあぶら　バター もやし

ごはん ほっけのからあげ ほっけ　とうふ　あぶらあげ こめ　でんぷん　こんにゃく にんじん　さやえんどう
15 水 きりぼしだいこんのにもの 581 23.9 あかみそ　しろみそ さんおんとう　あぶら とうみょう　きりぼしだいこん

とうみょうのみそしる ぎゅうにゅう ほししいたけ
アスパラベーコンピラフ パンチビーンズ ベーコン　だいず　ひよこまめ こめ　じゃがいも　でんぷん アスパラガス　にんじん

16 木 トマトスープ 566 20.9 とりにく　ぎゅうにゅう オリーブオイル　あぶら たまねぎ　とうもろこし

キャベツ
はるのかおりうどん おこのみあげ とりにく　あぶらあげ うどん　こむぎこ　さんおんとう たけのこ　さんさいミックス

17 金 549 22.2 ぶたにく　わかめ　あおのり あぶら ねぎ　キャベツ　ほししいたけ

ぎゅうにゅう
はつがつおごはん やさいのごましょうゆあえ かつお　とうふ　わかめ こめ　おおむぎ　でんぷん さやえんどう　こまつな

20 月 わかめのすましじる 524 22.2 ぎゅうにゅう さんおんとう　あぶら にんじん　しょうが　もやし

しろごま えのきだけ　ねぎ

カレーピラフ チキンのオーブンやき とりにく　ぶたにく　えび こめ　オリーブオイル あおピーマン　にんじん　セロリー

21 火 せんぎりやさいのスープ 627 23..6 ぎゅうにゅう たまねぎ　とうもろこし
ほんしめじ　キャベツ　えのきだけ

ごはん つくねのてりやき とりひきにく　とうふ こめ　でんぷん　さんおんとう こまつな　にんじん　ねぎ
22 水 もやしとあおなのあえもの 561 27.5 ひじき　しろみそ あぶら れんこん　しょうが　もやし

こんさいみそしる ぎゅうにゅう ごぼう　だいこん
たけのこごはん ささみのおちゃフライ とりにく　とりささみ　とうふ こめ　さんおんとう　はくりきこ にんじん　さやえんどう

23 木 みそけんちんじる 576 23.3 あぶらあげ　しろみそ　あかみそ なまパンこ　パンこ　あぶら おちゃ　たけのこ　ねぎ
ぎゅうにゅう こんにゃく ごぼう
ぶたひきにく　とりにく こめ　おおむぎ　じゃがいも にんじん　たまねぎ　しょうが

むぎごはん チキンカツカレー ぎゅうにゅう こむぎこ　パンこ　はちみつ にんにく　キャベツ
24 金 フレンチサラダ 689 26.5 さんおんとう　あぶら とうもろこし

27 月

ごはん はるさめいりまーぼーどうふ ぶたひきにく　とうふ こめ　はるさめ　でんぷん にんじん　さやいんげん　ねぎ

28 火 はるキャベツとウインナーのソテー 636 26.3 ウインナー　あかみそ さとう　あぶら　オリーブオイル にんにく　ほししいたけ
ぎゅうにゅう とうもろこし　キャベツ

ごはん かんこくふうすきやき ぶたにく　やきどうふ こめ　しらたき　さんおんとう にんじん　こまつな　たまねぎ

29 水 ひじきいりサラダ 560 24.0 ひじき　ちりめんじゃこ あぶら　ごまあぶら はくさい　ねぎ　えのきだけ

ぎゅうにゅう オリーブオイル にんにく　しょうが　キャベツ

わかめごはん キャベツたっぷりメンチカツ ぶたひきにく　とりひきにく こめ　パンこ　なまパンこ ミニトマト　キャベツ

30 木 ミニトマト2こ 637 26.8 とうふ　しろみそ　あかみそ はくりきこ　あぶら こまつな　なめこ　たまねぎ

なめこのみそしる わかめ　ぎゅうにゅう
はるやさいのスパゲティ インドサモサ ハム　ぶたひきにく スパゲティ　じゃがいも アスパラガス　にんじん　パセリ

31 金 ヨーグルト 543 22.4 ヨーグルト　ぎゅうにゅう ぎょうざのかわ　あぶら にんにく　たけのこ　たまねぎ

オリーブオイル そらまめ　キャベツ　とうがらし
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志木市立志木第二小学校
こんだてめい

おそくなりましたが、こどものひこんだて

うんどうかい、がんばれこんだて

うんどうかいのふりかえきゅうぎょうび

2ねんせい　グリンピースかわむきたいけん


