
令和４年度 4 月 よていこんだてひょう

習志野市立秋津小学校

さば わかめ にんにく ほうれんそう こめ きょうかまい
かつおぶし あぶらあげ キャベツ しいたけ さといも
とうふ あかみそ ほんしめじ ごぼう
しろみそ ヨーグルト にんじん だいこん
ぎゅうにゅう ベーコン たまねぎ にんじん パン マーガリン
むきえび いか ほんしめじ マッシュルーム グラニューとう じゃがいも
ほたて とうにゅう グリンピース ほうれんそう おおむぎ サラダゆ
なまクリ－ム ロースハム キャベツ きゅうり さとう フライドポテト
ぎゅうにゅう とうふ たまねぎ ねぎ こめ きょうかまい
ぶたみく あかみそ にんじん しいたけ サラダゆ でんぷん
たまごやき ロースハム にら にんにく さんおんとう はるさめ
きなこ しょうが きゅうり さとう ごま
ぶたにく いんげんまめ たまねぎ にんじん こめ おおむぎ
ぎゅうにゅう ツナ りんごかんづめ にんにく きょうかまい サラダゆ
とうにゅう しょうが トマトピューレ じゃがいも カレールウ

えだまめ ほうれんそう さとう
ぎゅうにゅう とうふ たまねぎ にんじん こめ きょうかまい
とりにく たまご しいたけ きゅうり さとう サラダゆ
ひじき ロースハム にら じゃがいも
チーズ しろみそ
ぎゅうにゅう とりにく キャベツ きゅうり パン ジャム
ベーコン ぶたにく ホールコーン にんにく さとう サラダゆ
だいず チーズ たまねぎ にんじん じゃがいも さんおんとう
なまクリ－ム トマト トマトピューレ
ぎゅうにゅう めひかり にんじん ホールコーン こめ きょうかまい
たまご なっとう ピ―マン あかピーマン こむぎこ しろごま
かつおぶし あぶらあげ はくさい ほうれんそう ゼリー
とうふ わかめ たまねぎ にら
ぶたにく だいず たまねぎ にんじん ソフトめん バタ－
こうやどうふ チーズ しいたけ マッシュル―ム こむぎこ なたねあぶら
ぎゅうにゅう ししゃも セロリー にんにく サラダゆ さとう
たまご ベーコン しょうが パセリ じゃがいも
ぎゅうにゅう ぶたにく しょうが キャベツ こめ きょうかまい
ボンレスハム きんときまめ きゅうり にんじん おおむぎ サラダゆ
しろみそ あかみそ ホールコーン だいこん さとう さんおんとう

ねぎ ごぼう さつまいも
ぎゅうにゅう ぶたにく しょうが はくさい こめ きょうかまい
むきえび うずらたまご たまねぎ にんじん おおむぎ でんぷん
ぎょうざ しいたけ きゅうり サラダゆ なたねあぶら

みかんかんづめ しろごま さとう
ぎゅうにゅう とうふ しょうが ねぎ こめ きょうかまい
ぶたにく むきえび にんじん はくさい サラダゆ さとう
ボンレスハム くらげ チンゲンツァイ たけのこ でんぷん はるさめ

しいたけ もやし しろごま さつまいも
ぎゅうにゅう ぎゅうにく たまねぎ キャベツ こくとうパン パンこ
ぶたにく レバ－ きゅうり にんじん さんおんとう さとう
だいず たまご ﾐﾆﾄﾏﾄ ホールコーン サラダゆ じゃがいも
のり ベーコン クリームコーン パセリ バタ― こむぎこ
さけフレーク ぎゅうにく にんにく しょうが こめ きょうかまい
とりにく こんぶ ブロッコリ にんじん しろごま でんぷん

ﾐﾆﾄﾏﾄ じょしんこ なたねあぶら
クレープ

681Kcal （22.4g）
(27.3ｇ) 29.6%
16.0% 2.30g

＊１年生は、４月１５日（金）から、 650Kcal 20～30%
給食が始まります。 13～20％ 2g未満

28 (木)
さけわかめごはん　ぎゅうにゅう
とりにくのからあげ　ミニトマト
ブロッコリーのしおこんぶあえ　クレープ

＜今月の給食目標＞　

24.6

ごはん　ぎゅうにゅう　とうふとエビのうまに
はるさめサラダ　だいがくいも

こくとうパン　ぎゅうにゅう　てづくりハンバーグ
のりサラダ　コーンチャウダー
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(金)
むぎごはん　ぎゅうにゅう
ぶたにくのしょうがやき　きゃべつサラダ
にまめ　こんさいのみそしる

スパゲッティミートソース　ぎゅうにゅう
ししゃものカレーあげ
ミモザサラダ　ミネストローネ

ごはん　ぎゅうにゅう　さかなのオランダあげ
なっとうあえ　みそしる　カフェオレゼリー

659

28.0

667

むぎごはん　ぎゅうにゅう　はっぽうさい
あげぎょうざ　ちゅうかきゅうり　ミルクゼリー

732

26.0

カレーライス　ぎゅうにゅう　ツナゴマサラダ
ココアプリン

(金)

(火)
コッペパン　いちごジャム　ぎゅうにゅう
とりにくのてりやき　コールスローサラダ
ぶたにくとだいずのﾄﾏﾄｼﾁｭｰ　かわちばんかん
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シュガートースト　ぎゅうにゅう
むぎのシーフードリゾット　あおのりポテト
和風ドレッシングサラダ

(木)
ごはん　ぎゅうにゅう　マーボーどうふ
バンサンスー　しらたまきなこもち

ごはん　ぎゅうにゅう　さばのカレーしょうゆやき
わかめいりおひたし　ぐだくさんみそしる
ヨーグルト

648

686

28.5

681

ごはん　ぎゅうにゅう　ぎせいどうふ
ひじきのマリネ　みそしる

666

26.0

701

22.6

2.79

17.9

23.2

18.2

1.74

ｶﾛﾘｰ
(kcal)
ﾀﾝﾊﾟｸ(g)

こ　　ん　　だ　　て　　め　　い日　付
からだをつくるもとになる からだのちょうしをととのえる

脂質（ｇ）
塩分相当
量（ｇ）

23.3

2.61

23.5

お　　も　　な　　ざ　　い　　り　　ょ　　う

ねつやちからになる

23.7

1.87

29.0

基準値

平均栄養価

2.30

26.4

2.41

15.6

2.58

19.1

2.06

きゅうしょくのきまりをおぼえよう

25.4

3.03

25.1

1.69

1.61

23.8

3.57

20.7

1.70

※献立は都合により変更となる場合があり
ます。御了承ください。

～ お知らせ～
給食費の振り替えは、６月からを予定しております。

振替日などわかりましたら、お知られします。


