
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）

ハニーマスタードサラダ ぎゅうにゅう　ウインナー こめ　オリーブあぶら たまねぎ　キャベツ　にんじん

1 水 パエリア コンソメスープ 587 14.9 ベーコン じゃがいも　はちみつ チンゲンさい　しめじ

つぶマスタード ピーマン　マッシュルーム　コーン

とりにくとこんさいのにもの ぎゅうにゅう　なまあげ こめ　こんにゃく にんじん　だいこん　ねぎ

2 木 ごはん すましじる 710 29.4 とりにく　あかみそ さとう　あぶら ごぼう　こまつな　

たけのこ　さやいんげん

パリパリサラダ ぎゅうにゅう　ベーコン フラワーロールパン　さとう キャベツ　にんじん　こまつな

3 金 ABCマカロニスープ 566 18.9 とりにく ワンタンのかわ セロリー　たまねぎ　トマトかん

マカロニ　ごまあぶら マッシュルーム　パセリ

ちゅうかどんのぐ ぎゅうにゅう　ぶたにく こめ　あぶら　でんぷん しょうが　たまねぎ　にんじん

6 月 わかめスープ 602 19.3 ナルト　とりにく　わかめ ごまあぶら　さとう しいたけ　キャベツ　チンゲンサイ

かむかむカルピスゼリー かんてん　にゅうさんきんいんりょう きくらげ　しめじ　ねぎ　ナタデココ

タンタンめんじる ぎゅうにゅう　ぶたにく ちゅうかめん　ごまあぶら にんじん　もやし　にら

7 火 ツナぎょうざ 702 26.8 ツナフレーク ぎょうざのかわ　はくりきこ キャベツ　ねぎ　たまねぎ

あぶら にんにく　しょうが

さけのねぎだれやき ぎゅうにゅう　とりにく こめ　さとう　あぶら にんじん　ごぼう　ねぎ　しょうが

8 水 やさいのみそマヨあえ 571 29.8 あぶらあげ　きざみのり しいたけ　こまつな　コーン

ナルトのすましじる さけ　とうふ　なると　みそ キャベツ　しめじ　きりぼしだいこん

ぶたにくのおろしどんのぐ ぎゅうにゅう　ぶたにく こめ　おおむぎ　でんぷん だいこん　ねぎ　しめじ

9 木 ぐだくさんみそしる 597 29.7 あぶらあげ　みそ あぶら　こんにゃく にんじん　しょうが

とりにくのうめみそやき ぎゅうにゅう　とりにく こめ　おおむぎ　さとう うめ　こまつな　もやし

10 金 ごはん おかかあえ 712 27.2 みそ ごまあぶら　かやきせんべい にんじん　ごぼう　しめじ

せんべいじる あぶら ねぎ

チンジャオロースどんのぐ ぎゅうにゅう　ぶたにく こめ　あぶら　ごまあぶら にんにく　しょうが　たけのこ

13 月 はるさめスープ 687 25.3 とりにく　かまぼこ さとう　でんぷん しいたけ　ピーマン　ねぎ

はるさめ にんじん　こまつな　

さばのみそに さば　みそ こめ　おおむぎ　さとう しょうが　ねぎ　こまつな

14 火 ごはん さんしょくおひたし 643 24.5 とうふ　なると　たまご こんにゃく　ごまあぶら にんじん　きゃべつ

とうふいりかきたまじる でんぷん はくさい　しめじ

ちゅうかごもくごはん ぎゅうにゅう　ぶたにく こめ　あぶら　ごまあぶら にんじん　たけのこ　しいたけ

15 水 いろどりスープ 625 18.7 とりにく　なると　わかめ さとう　 ねぎ　もやし　コーン

キャロットオレンジゼリー かんてん　ゼラチン オレンジジュース　みかんかん

ミートソース ぎゅうにゅう スパゲティ　さとう たまねぎ　セロリー　にんじん

16 木 パスタ コーンサラダ 560 21.5 ぶたにく あぶら　はくりきこ マッシュルーム　キャベツ

ごまあぶら　 コーン　しょうが　にんにく

とりにくのバーベキューソースがけ ぎゅうにゅう　ぶたにく こめ　あぶら　でんぷん にんじん　えだまめ　ねぎ

17 金 しらたまだんごじる 674 29.3 ひじき　あぶらあげ　 さとう　しらたまだんご しょうが　にんにく　だいこん

とりにく　みそ すりおろしりんご　たまねぎ

ひがしまつやまやきとりどん ぎゅうにゅう　ぶたにく こめ　おおむぎ　さとう ねぎ　にんじん　ごぼう

20 月 けんちんじる 710 28.5 きざみのり　とうふ あぶら　こんにゃく だいこん　しょうが

シュガーラスク あぶらあげ　みそ バター　こまちふ にんにく　すりおろしりんご

にくうどんじる ぎゅうにゅう　ぶたにく うどん　じゃがいも ねぎ　こまつな

21 火 うどん みそポテト 677 28.2 かまぼこ　あぶらあげ はくりきこ　あぶら にんじん

みそ　 さとう

はるまき ぎゅうにゅう こめ　おおむぎ　さとう たけのこ　しいたけ　にら

22 水 ごはん ナムル 758 27.5 ぶたにく　とりにく はるさめ　でんぷん　あぶら きりぼしだいこん　もやし

せんぎりやさいのスープ はるまきのかわ　ごまあぶら きゅうり　にんじん　キャベツ

なつやさいカレー ぎゅうにゅう　とりにく こめ　おおむぎ　あぶら たまねぎ　にんじん　なす

23 木 あじさいゼリーポンチ 684 20.5 かんてん　 じゃがいも　はくりきこ ピーマン　ズッキーニ　トマト

さとう　はちみつ パインかん　ももかん　みかんかん

いわしのかばやき ぎゅうにゅう　いわし こめ　おおむぎ　でんぷん きりぼしだいこん　なめこ

24 金 ごはん きりぼしだいこんに 734 27.2 あぶらあげ　みそ あぶら　さとう　 にんじん　さやいんげん

なめこのみそしる・メロン わかめ こんにゃく　 ねぎ　はくさい　メロン

ミネストローネスープ ぎゅうにゅう　ベーコン こめ　おおむぎ ごぼう　にんじん　コーン

27 月 アンニンドウフ 657 19.4 とりにく　かんてん あぶら　じゃがいも さやいん　たまねぎ

さとう セロリー　キャベツ

わふうとうふハンバーグ ぎゅうにゅう　わかめ こめ　おおむぎ たまねぎ　きゃべつ

28 火 ごはん キャベツのソテー 664 26.7 みそ　とうふ じゃがいも　はくりきこ にんじん　ピーマン

じゃがいものみそしる ぶたにく　だいず パンこ　でんぷん

にくだんごスープ ぎゅうにゅう　ぶたにく こめ　あぶら　ごまあぶら にんんじん　ねぎ　しいたけ

29 水 コアコアヨーグルト 687 23.2 なると　とりにく でんぷん　パンこ コーン　たまねぎ

ヨーグルト こまつな　キャベツ

ホワイトシチュー ぎゅうにゅう　チーズ くろパン　あぶら たまねぎ　にんじん　パセリ

30 木 やきにくサラダ 691 28.5 とりにく　ぶたにく じゃがいも　はくりきこ コーンクリーム　きゅうり

バター　つきこん　ごまあぶら キャベツ　もやし
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※食材料の都合により、献立を変更する場合がございます。

ちゅうか
めん

かてめし

ごはん
（どんぶ

り）

ごはん
（どんぶ

り）

ごはん
（どんぶ

り）

えだまめ
ひじき
ごはん

令和4年度 志木市立宗岡小学校 

フラワー
ロール
パン

ごはん
（どんぶ

り）



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）

ハニーマスタードサラダ ぎゅうにゅう　ウインナー こめ　オリーブあぶら たまねぎ　マッシュルーム

1 水 パエリア コンソメスープ 587 14.9 ベーコン じゃがいも　はちみつ コーン　いんげん　しめじ

つぶマスタード ピーマン　にんじん　キャベツ

とりにくとこんさいのにもの ぎゅうにゅう　なまあげ こめ　こんにゃく にんじん　だいこん　ねぎ

2 木 ごはん すましじる 710 29.4 とりにく　あかみそ さとう　あぶら ごぼう　こまつな　

たけのこ　さやいんげん

パリパリサラダ ぎゅうにゅう　ベーコン フラワーロールパン　さとう キャベツ　にんじん　こまつな

3 金 ABCマカロニスープ 566 18.9 とちにく ワンタンのかわ セロリー　たまねぎ　トマトかん

マカロニ　ごまあぶら マッシュルーム　パセリ

ちゅうかどんのぐ ぎゅうにゅう　ぶたにく こめ　あぶら　でんぷん しょうが　たまねぎ　にんじん

6 月 わかめスープ 602 19.3 ナルト　とりにく　わかめ ごまあぶら　さとう しいたけ　キャベツ　チンゲンサイ

かむかむカルピスゼリー かんてん　にゅうさんきんいんりょう きくらげ　しめじ　ねぎ　ナタデココ

タンタンめんじる ぎゅうにゅう　ぶたにく ちゅうかめん　ごまあぶら にんじん　もやし　にら

7 火 ツナぎょうざ 702 26.8 ツナフレーク ぎょうざのかわ　はくりきこ キャベツ　ねぎ　たまねぎ

あぶら にんにく　しょうが

さけのねぎだれやき ぎゅうにゅう　とりにく こめ　さとう　あぶら にんじん　ごぼう　ねぎ　しょうが

8 水 やさいのみそマヨあえ 571 29.8 あぶらあげ　きざみのり しいたけ　こまつな　コーン

ナルトのすましじる さけ　とうふ　なると　みそ キャベツ　しめじ　きりぼしだいこん

ぶたにくのおろしどんのぐ ぎゅうにゅう　ぶたにく こめ　おおむぎ　でんぷん だいこん　ねぎ　しめじ

9 木 ぐだくさんみそしる 597 29.7 あぶらあげ　みそ あぶら　こんにゃく にんじん　しょうが

とりにくのうめみそやき ぎゅうにゅう　とりにく こめ　おおむぎ　さとう うめ　こまつな　もやし

10 金 ごはん おかかあえ 712 27.2 みそ　とりにく ごまあぶら　かやきせんべい にんじん　ごぼう　しめじ

せんべいじる あぶら ねぎ

チンジャオロースどんのぐ ぎゅうにゅう　ぶたにく こめ　あぶら　ごまあぶら にんにく　しょうが　たけのこ

13 月 はるさめスープ 687 25.3 とりにく　かまぼこ さとう　でんぷん しいたけ　ピーマン　ねぎ

はるさめ にんじん　こまつな　

さばのみそに さば　みそ こめ　おおむぎ　さとう しょうが　ねぎ　こまつな

14 火 ごはん さんしょくおひたし 643 24.5 とうふ　なると　たまご こんにゃく　ごまあぶら にんじん　きゃべつ

とうふいりかきたまじる でんぷん はくさい　しめじ

ちゅうかごもくごはん ぎゅうにゅう　ぶたにく こめ　あぶら　ごまあぶら にんじん　たけのこ　しいたけ

15 水 いろどりスープ 625 18.7 とりにく　なると　わかめ さとう　 ねぎ　もやし　コーン

キャロットオレンジゼリー かんてん　ゼラチン オレンジジュース　みかんかん

ミートソース ぎゅうにゅう スパゲティ　さとう たまねぎ　セロリー　にんじん

16 木 パスタ コーンサラダ 560 21.5 ぶたにく あぶら　はくりきこ マッシュルーム　キャベツ

ごまあぶら　 コーン　しょうが　にんにく

とりにくのバーベキューソースがけ ぎゅうにゅう　ぶたにく こめ　あぶら　でんぷん にんじん　えだまめ　ねぎ

17 金 しらたまだんごじる 674 29.3 ひじき　あぶらあげ　 さとう　しらたまだんご しょうが　にんにく　だいこん

とりにく　みそ すりおろしりんご　たまねぎ

ひがしまつやまやきとりどん ぎゅうにゅう　ぶたにく こめ　おおむぎ　さとう ねぎ　にんじん　ごぼう

20 月 けんちんじる 710 28.5 きざみのり　とうふ あぶら　こんにゃく だいこん　しょうが

シュガーラスク あぶらあげ　みそ バター　こまちふ にんにく　すりおろしりんご

にくうどんじる ぎゅうにゅう　ぶたにく うどん　じゃがいも ねぎ　こまつな

21 火 うどん みそポテト 677 28.2 かまぼこ　あぶらあげ はくりきこ　あぶら にんじん

みそ　 さとう

はるまき ぎゅうにゅう こめ　おおむぎ　さとう たけのこ　しいたけ　にら

22 水 ごはん ナムル 758 27.5 ぶたにく　とりにく はるさめ　でんぷん　あぶら きりぼしだいこん　もやし

せんぎりやさいのスープ はるまきのかわ　ごまあぶら きゅうり　にんじん　キャベツ

なつやさいカレー ぎゅうにゅう　とりにく こめ　おおむぎ　あぶら たまねぎ　にんじん　なす

23 木 あじさいゼリーポンチ 684 20.5 かんてん　 じゃがいも　はくりきこ ピーマン　ズッキーニ　トマト

さとう　はちみつ パインかん　ももかん　みかんかん

いわしのかばやき ぎゅうにゅう　いわし こめ　おおむぎ　でんぷん きりぼしだいこん　なめこ

24 金 ごはん きりぼしだいこんに 734 27.2 あぶらあげ　みそ あぶら　さとう　 にんじん　さやいんげん

なめこのみそしる・メロン わかめ こんにゃく　 ねぎ　はくさい　メロン

ミネストローネスープ ぎゅうにゅう　ベーコン こめ　おおむぎ ごぼう　にんじん　コーン

27 月 アンニンドウフ 657 19.4 とりにく　かんてん あぶら　じゃがいも さやいん　たまねぎ

さとう セロリー　キャベツ

わふうとうふハンバーグ ぎゅうにゅう　わかめ こめ　おおむぎ たまねぎ　きゃべつ

28 火 ごはん キャベツのソテー 664 26.7 みそ　とうふ じゃがいも　はくりきこ にんじん　ピーマン

じゃがいものみそしる ぶたにく　だいず パンこ　でんぷん

にくだんごスープ ぎゅうにゅう　ぶたにく こめ　あぶら　ごまあぶら にんんじん　ねぎ　しいたけ

29 水 コアコアヨーグルト 687 23.2 なると　とりにく でんぷん　パンこ コーン　たまねぎ

ヨーグルト こまつな　キャベツ

ホワイトシチュー ぎゅうにゅう　チーズ くろパン　あぶら たまねぎ　にんじん　パセリ

30 木 やきにくサラダ 691 28.5 とりにく　ぶたにく じゃがいも　はくりきこ コーンクリーム　きゅうり

バター　つきこん　ごまあぶら キャベツ　もやし
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令和4年度 志木市立志木第四小学校 

※食材料の都合により、献立を変更する場合がございます。
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