
令和４年度 5 月 よていこんだてひょう

習志野市立秋津小学校

あぶらあげ ぎゅうにゅう たけのこ にんじん こめ きょうかまい
かつお あおのり しょうが きゅうり さとう でんぷん
かつおぶし もやし うめびしお じょうしんこ なたねあぶら

ﾐﾆﾄﾏﾄ じゃがいも しろごま
ぎゅうにゅう ちくわ えだまめ エリンギ　 こめ きょうかまい
たまご とりにく たまねぎ にんじん さつまいも こむぎこ
とうふ しろみそ きゅうり キャベツ でん粉 なたねあぶら
あかみそ ヨーグルト レモン汁 にら すりごま サラダゆ
ぎゅうにゅう ほっけ にんじん たまねぎ こめ きょうかまい
しおこうじ ぶたにく さやいんげん ほうれんそう じゃがいも なたねあぶら
かつおぶし キャベツ かわちばんかん さとう

ぎゅうにゅう とりにく グリンピ―ス ねぎ こめ きょうかまい
たまご こうやとうふ にんじん はくさい パンこ さとう
あかみそ かつおぶし ほうれんそう みかんジュース しろごま サラダゆ
とうふ なると えのきたけ こまつな さつまいも
きなこ ぎゅうにゅう たまねぎ にんじん パン さとう
きんときまめ ぎゅうにく マッシュルーム にんにく なたねあぶら じゃがいも
ぶたにく チ－ズ しょうが トマトピューレ サラダゆ しらたまもち
ボンレスハム にゅうさんいんりょう キャベツ きゅうり
ぎゅうにゅう ししゃも もやし にんじん こめ きょうかまい
あおのり ロースハム きゅうり だいこん こむぎこ なたねあぶら
しろみそ あかみそ だいこんのは ねぎ サラダゆ さとう
だいず ごぼう しろごま さつまいも
ぎゅうにゅう とうふ たまねぎ ねぎ こめ きょうかまい
ぶたにく あかみそ にんじん しいたけ おおむぎ サラダゆ
たまごやき ロースハム にら にんにく でんぷん さんおんとう

しょうが きゅうり はるさめ さとう
ぎゅうにゅう しいら キャベツ もやし こめ きょうかまい
たまご ロースハム ほうれんそう にんじん こむぎこ くろいりごま
とりにく とうふ しいたけ ほんしめじ なたねあぶら はるさめ
あかみそ しろみそ ごぼう だいこん 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 サラダ油 さとう
だいず チンゲンツァイ たけのこ でん粉 しろごま

しいたけ ほうれんそう さつまいも なたねあぶら
ベーコン チーズ にんにく たまねぎ パン サラダゆ
ぎゅうにゅう とりにく あかピーマン ピ―マン バタ－ マカロニ
ボンレスハム たまご トマトピューレ アスパラ じゃがいも マヨネーズ　

コーン きゅうり バタ―
ぎゅうにゅう さば レモン キャベツ こめ きょうかまい
しろみそ のり きゅうり にんじん さとう しろごま
とうふ とりにく だいこん ねぎ サラダゆ さといも

ごぼう
ぶたにく こうやとうふ たまねぎ にんじん こめ きょうかまい
ぎゅうにゅう ボンレスハムごぼう マッシュルーム おおむぎ じゃがいも
わかめ だいず しいたけ れんこん サラダゆ さとう
ヨーグルト にんにく しょうが しろごま でんぷん
ぎゅうにゅう ぶたにく たまねぎ キャベツ こめ きょうかまい
とうふ たまご きゅうり ホールコーン サラダゆ パンこ
ひじき ボンレスハムにんじん パセリ さとう バタ―
いんげんまめ なまクリ―ム
ぎゅうにゅう あじ はくさい キャベツ こめ きょうかまい
チーズ たまご にんじん だいこん こむぎこ パンこ
きんときまめ ぶたにく ねぎ ごぼう なたねあぶら さんおんとう
とうふ しろみそ さといも サラダゆ
ぎゅうにゅう たまご たまねぎ ほうれんそう パン ﾏｰｼｬﾙﾋﾞｰﾝｽﾞ
ぶたにく ツナ キャベツ にんじん じゃがいも サラダゆ
ベーコン ほんしめじ えのきたけ さとう しろごま

ぎゅうにゅう さけ にんじん きゅうり こめ きょうかまい
しろみそ ツナ えのきたけ ねぎ マヨネーズ じゃがいも
チーズ とうふ サラダゆ さとう
あぶらあげ わかめ
あじつけのり ぎゅうにゅう ほうれんそう にんじん こめ きょうかまい
とりにく ロースハム キャベツ きゅうり さとう サラダゆ
あかみそ あぶらあげ しいたけ ねぎ しらたまもち
しろみそ 赤みそ こまつな みかん
ぎゅうにゅう なまあげ しょうが にんにく こめ きょうかまい
ぶたにく あかみそ ねぎ たまねぎ サラダゆ さとう
ツナ のり しいたけ キャベツ でんぷん さんおんとう
ヨ―グルト にんじん たけのこ クールゼリー

656kcal （20.6g）
26.9g 28.3%
16.4% 2.41g

650Kcal 20～30%
13～20％ 2g未満

身の回りを清潔にして食べよう
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お　　も　　な　　ざ　　い　　り　　ょ　　うｶﾛﾘｰ
(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） ねつやちからになる

17.9

2.05

20.1

2.26

13.7

658

27.9

688

26.8

トンボランチ
きゅうしょくしつでおべんとうをつくります。

おたのしみに！
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ごはん　ぎゅうにゅう　おちゃのかきあげ
とりゴマサラダ　かきたまみそしる　ヨーグルト

(月)
ごはん　ぎゅうにゅう　ほっけのしおこうじやき
にくじゃが　おひたし　かわちばんかん

(木)
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(火)

2 (月)

(金)

(金)
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11 (水)
きなこあげパン　ぎゅうにゅう　チリコンカン
チーズハムサラダ　カルピスポンチ

ピースごはん　ぎゅうにゅう
まつかぜやき　おかかあえ
さつまいものオレンジに　すましじる

(火)

(木)
ごはん　ぎゅうにゅう　ししゃものあおのりあげ
さんしょくあえ　こんさいのみそしる

604

23.2

むぎごはん　ぎゅうにゅう　マーボーどうふ
バンサンスー　ゆでそらまめ
じゃがいものバターしょうゆに

614

25.9

599

26.6

(火)
ごはん　ぎゅうにゅう　とうふとエビのうまに
ナムル　はちみつミルクポテト

687

ピザトースト　ぎゅうにゅう
アスパラガスとコーンのソテー
マカロニサラダ　たまごスープ

684

26.1
(水)

(金)

623

24.8

673

26.0

710

28.1

647

25.4

708

ごはん　ぎゅうにゅう　さばのレモンみそやき
のりサラダ　けんちんじる

むぎごはん　こんさいキーマカレー　ぎゅうにゅう
こんにゃくサラダ　ポップビーンズ　ヨーグルト

20

31
ごはん　ぎゅうにゅう　あつあげのみそいため
のりずあえ　にんじんゼリーヨーグルトかけ

ごはん　ぎゅうにゅう　さかなのなんぶあえ
ちぐさあえ　ぐだくさんみそしる

18

(月)

19

25

23 (月)
ごはん　ぎゅうにゅう
とうふとひじきのハンバーグ
きゃべつサラダ　キャロットポタージュ

27 (金)

＜今月の給食目標＞　

24 (火)
ごはん　ぎゅうにゅう　あじチーズフライ
ゆかりあえ　にまめ　とんじる

20.9

30.1

27.7

(水)
コッペパン　マーシャルビーンズ
ぎゅうにゅう　ポテトオムレツ
ツナごまサラダ　やさいミルクスープ

677 29.5

28.3 3.07

26 (木)
ごはん　ぎゅうにゅう
さけのならしのにんじんやき
マセドアンポテトサラダ　とうふのみそしる

667

2.27

26.2

26.8 2.36

ごはん　あじつけのり　ぎゅうにゅう
とりにくのてりやき　わふうﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞサラダ
こうはくしらたまみそしる　れいとうみかん

613 16.1

30.6 2.86

※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

1回目の給食費の引き落とし日は、6月30日（木）になりま

す。

6月末には、残高不足にならないよう、入金確認を御願いし

ます。

１・２・３年生（１食￥２８０）・・・・￥５，３２０

４・５年生（１食￥３３０）・・・・￥６，２７０

令和４年度の習志野市キャロット計画は、５月２３日（月）～６月１７日

（金）に決まりました。この間は、農家の三代川さんの畑の新鮮な人参

が給食に登場します。お楽しみに！

給食では、５/２３（月） キャロットポタージュ

５/２６（木） 鮭の習志野にんじん焼き

５/３１（火） 人参ゼリーヨーグルトかけがあります。


