
エネルギー たんぱく質

kcａI ｇ

牛乳 ●牛乳

くろパン パン　 627 25.0

にくだんごのスープ にくだんご 春雨　ごま油 にんじん　チンゲンサイ　長ねぎ　ﾎｼｼｲﾀｹ　ｼｮｳｶﾞ

スティックさかなフライ たら パン粉　でんぷん　油 ーーー ーーー

コールスローサラダ ﾉﾝｴｯｸﾞﾏﾖﾈｰｽﾞｺｰﾝﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ キャベツ　きゅうり　にんじん

スティックチーズ ●チーズ

牛乳 ●牛乳

むぎごはん 米　米粒麦 650 23.4

チキンハヤシシチュー とり肉 じゃが芋　油 にんじん　玉ねぎ　しめじ　トマト　ニンニク

ひじきサラダ ひじき　ハム 中華ドレッシング キャベツ　ほうれん草 798 28.2

アセロラゼリー さとう ●アセロラ

牛乳 ●牛乳

ごはん　 米 656 25.8

ぶたにくのしょうがいため ぶたにく さとう　油　片栗粉 ショウガ　玉ねぎ

だいこんとこまつなのみそしる 油あげ　みそ だいこん　ながねぎ　こまつな 805 31.3

マカロニツナサラダ ツナ マカロニ　ﾉﾝｴｯｸﾞﾏﾖﾈｰｽﾞ キャベツ　にんじん　コーン
牛乳 ●牛乳
じごなうどん 地粉うどん 714 27.4
きつねうどんじる 油あげ　とり肉　なると さとう 玉ねぎ　長ねぎ　ﾎｼｼｲﾀｹ
いかナゲット（小４から２こ） いか　たちうお 小麦粉　でんぷん　油 811 31.1
いそかあえ のり はくさい　もやし　ほうれん草
かしわもち ●かしわもち
牛乳 ●牛乳
ごはん　 米 637 27.9
とうふとえびのちゅうかに とうふ　ぶた肉　えび さとう　油　ごま油　片栗粉 にんじん　玉ねぎ　ﾁﾝｹﾞﾝｻｲ　ﾎｼｼｲﾀｹ　ﾆﾝﾆｸｼｮｳｶﾞ
やきぎょうざ（２こ） とり肉　ぶた肉 小麦粉　油 キャベツ　ニラ　ショウガ 797 34.1
からしあえ さとう　油 こまつな　もやし
牛乳 ●牛乳
ココアあげパン ●粉乳 ●こめこパン●ｺｺｱ　油 636 25.7
ミネストローネ とり肉 マカロニ　オリーブ油 にんじん 玉ねぎ キャベツ パセリ セロリ ﾄﾏﾄ ﾆﾝﾆｸ
ミートボール（小３から３こ） とり肉 パン粉　さとう　油 玉ねぎ 813 31.4
さんしょくあえ . わふうドレッシング ほうれん草　カリフラワー　コーン

牛乳 ●牛乳

ごはん　 米 689 25.8

さばのしおこうじやき さば　

ニラたまスープ ●たまご ごま油 にんじん　キャベツ　玉ねぎ　ニラ 837 30.5

そぼろきんぴら（みそあじ） ぶた肉　さつまあげ　みそ さとう　油　ごま油　 ごぼう　にんじん　こんにゃく　いんげん

牛乳 ●牛乳

キムタクごはん ぶた肉 米　米粒麦　油　ごま はくさいキムチ　たくあん　玉ねぎ 619 22.1

かぼちゃサンドフライ ぶた肉 パン粉　でんぷん　油 かぼちゃ　玉ねぎ

ワンタンスープ とり肉 わんたん　ごま油 にんじん　もやし　チンゲンサイ　長ねぎ　ｼｮｳｶﾞ 804 27.8

そくせきづけ キャベツ　きゅうり　

牛乳 ●牛乳

ちゃめし 米 639 26.1

とりにくとたけのこのごもくに とり肉　がんもどき さとう　油 にんじん 竹の子 だいこん こんにゃく えだまめ

なのはなあえ カツオブシ さとう　油　ごま なのはな　はくさい　にんじん 785 31.9

あおりんごゼリー さとう ●りんご
牛乳 ●牛乳
むぎごはん 米　米粒麦 694 26.9
ポークカレー ぶた肉 じゃが芋　油 にんじん　玉ねぎ 　ﾆﾝﾆｸｼｮｳｶﾞ
プレーンオムレツ ●たまご さとう　でんぷん　油 839 31.5
ふくじんづけあえ ごま ふくじんづけ　キャベツ　きゅうり
牛乳 ●牛乳
しょくパン パン 671 23.2
あんマーガリン あずき ●脱脂粉乳 ●マーガリン　さとう
わふうスパゲッティ とり肉 スパゲッティ　オリーブ油 にんじん　玉ねぎ　しゃくしなづけ　しめじ　ﾆﾝﾆｸ 835 28.6
だいこんサラダ ツナ さとう　ごま油 だいこん　こまつな　コーン
とうにゅうあんにんポンチ ●とうにゅう さとう みかん缶　●パイン缶　レモン・オレンジ果汁

牛乳 ●牛乳

わかめごはん わかめ 米 662 23.9

かつおフライ かつお パン粉　小麦粉　油

とうふとあげのみそしる とうふ　油あげ　みそ えのき　長ねぎ　ほうれん草 831 30.2

ポテトサラダ ハム じゃがいも　ﾉﾝｴｯｸﾞﾏﾖﾈｰｽﾞ にんじん　玉ねぎ　きゅうり

牛乳 ●牛乳

ごはん　 米 632 26.1

ハンバーグ（デミグラスソース） とり肉　ぶた肉　牛肉 油　さとう　片栗粉　小麦粉 玉ねぎ　トマト

コンソメスープ とり肉　あさり オリーブ油 にんじん　玉ねぎ　キャベツ　パセリ　ニンニク 781 31.1

ほうれんそうコーンソテー ベーコン 油 ほうれんそう　コーン
牛乳 ●牛乳
ちゅうかめん ちゅうかめん　 663 23.9
しょうゆラーメンじる ぶた肉　なると 油　ごま油 もやし　長ねぎ　ほうれん草　メンマ　ﾆﾝﾆｸｼｮｳｶﾞ
キャラメルポテト さつま芋 油 砂糖ﾊﾁﾐﾂﾏｰｶﾞﾘﾝ 800 28.2
きゃべつのいりたまごあえ ●たまご きゃべつ　にんじん
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献　　立　　名日 曜

　      学 校 給 食 献 立 予 定 表　　　横瀬町学校給食調理場
　

  ５ 月

使　用　す　る　食　品　と　働　き　　●今年度アレルギー対応食品

おもに体の調子を
ととのえる食品（緑）

栄　　養　　価

おもにエネルギーの
もとになる食品（黄）

血･肉･骨などおもに
体をつくる食品（赤）

16 木

24 金

火

22 水

23

21

木

20 月

17 金

＊２７日からの献立は、裏面に続きます。

＊都合により、献立の内容が変更になる場合があります。

　　　　　     ★給食費の振り替えは毎月12日です。残高のご確認をお願いします。

・小学校

縦割り校外学習給食なし（全学年） ３１日（金）

宿泊学習（５年生） ２３日（木）２４日（金）

・中学校

振替休日給食なし（全学年） ７日（火）

林間学校（２年生） ３０日（木）３１日（金）

お 知 ら せ

給食の約束（手洗い、準備、食事の

マナー、片付けなど）を守って、み

んなで楽しく食べましょう。



エネルギー たんぱく質

kcａI ｇ

牛乳 ●牛乳
こぎつねごはん とり肉　油あげ 米　油　さとう にんじん　いんげん　ショウガ 613 26.3
いわしのうめに いわし さとう　でんぷん うめ
わかたけじる とうふ　かまぼこ　ワカメ 竹の子　長ねぎ　ﾎｼｼｲﾀｹ 785 33.4
もやしのごまあえ みそ さとう　ごま もやし　ほうれん草　にんじん
牛乳 ●牛乳
フラワーロール 米　米粒麦 643 23.0
クリームシチュー とり肉　●牛乳 じゃが芋小麦粉油　●バター にんじん　玉ねぎ　パセリ
サウザンサラダ ｻｳｻﾞﾝﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞﾌﾚﾝﾁﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ ブロッコリー　カリフラワー　キャベツ　コーン 802 28.6
いちごゼリー さとう いちご
牛乳 ●牛乳
ごはん　 米 676 24.9
とりにくのこうみソースがけ とり肉 片栗粉　さとう　油　ごま ショウガ　長ねぎ
なすのみそしる 油あげ　ワカメ　みそ なす　玉ねぎ　 823 29.2
れんこんのじゃこいため じゃこ　ちくわ 油　ごま油　さとう れんこん　にんじん　ピーマン
牛乳 ●牛乳
むぎごはん 米　米粒麦 630 25.8
マーボーどうふ ぶた肉　とうふ　みそ さとう　油　ごま油　片栗粉 にんじん　玉ねぎ　ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ　ﾎｼｼｲﾀｹ　ﾆﾝﾆｸｼｮｳｶﾞ
はるさめサラダ ハム 春雨さとうごま油ごま にんじん　キャベツ　きゅうり 824 33.4
小学校　オレンジ オレンジ
中学校　コーン焼売（２こ） さかなすりみ　 小麦粉　でんぷん コーン　玉ねぎ
牛乳 ●牛乳
チキンピラフ とり肉 米　米粒麦　油　マーガリン にんじん　玉ねぎ　ピーマン　トマト ーーー ーーー
えびマカロニグラタン えび　●牛乳　●チーズ マカロニ小麦粉油●バター ほうれん草
にくだんごのスープ にくだんご 春雨　ごま油 にんじん　チンゲンサイ　長ねぎ　ﾎｼｼｲﾀｹ　ｼｮｳｶﾞ 786 29.7
オレンジ オレンジ

日 曜 献　　立　　名
使　用　す　る　食　品　と　働　き　　●今年度アレルギー対応食品 栄　　養　　価

血･肉･骨などおもに
体をつくる食品（赤）

おもにエネルギーの
もとになる食品（黄）

おもに体の調子を
ととのえる食品（緑）

30 木

31 金

27 月

28 火

29 水


