
取手市立　　小学校

ぎゅうにゅう

2 月 ごはん

こむぎこ　あぶら ちくわ　たまご まっちゃ

さとう かつおぶし たけのこ　にんじん　さやえんどう しょうゆ　みりん　さけ

あぶら　こんにゃく ぶたにく　あぶらあげ　みそ にんじん　だいこん　こまつな　ねぎ けずりぶし

6 金 ちゅうかめん　あぶら

あぶら　でんぷん ぶたにく　さつまあげ
チンゲンサイ　キャベツ　たまねぎ
にんじん　しめじ　しょうが

しょうゆ　さけ　しお　こしょう
オイスターソース　とんこつラーメンスープ

ごま　マヨネーズ とりにく だいこん　えだまめ す　こしょう

9 月 ごはん

あぶら

でんぷん　あぶら　さとう ぶたにく しょうが　にんにく　ピーマン　にんじん　たけのこ しょうゆ　さけ　オイスターソース　みりん

でんぷん ベーコン　たまご たまねぎ　しいたけ　スイートコーン　にら しお　さけ　がらスープ　コーンペースト

10 火 ごはん　おおむぎ

じゃがいも　しらたき
あぶら　さとう

ぶたにく にんじん　たまねぎ　えだまめ しょうゆ　さけ

あぶらあげ　みそ キャベツ　こまつな　しめじ　ねぎ けずりぶし

11 水 ミルクパン

あぶら たまねぎ
デミグラスソース　ケチャップ　ウスターソース
ワイン　こしょう

ブロッコリー　カリフラワー ドレッシング

あぶら とりにく にんじん　ほうれんそう　たまねぎ　セロリ しょうゆ　しお　こしょう　がらスープ

フローズンヨーグルト

12 木 ごはん

さとう さば　みそ しょうが　ねぎ しょうゆ　みりん　さけ

さとう こまつな　もやし　レモンかじゅう しょうゆ

かにふうみかまぼこ　なまあげ チンゲンサイ　にんじん　えのきたけ　ねぎ しょうゆ　しお　けずりぶし

13 金 スパゲティ　あぶら

バター　こむぎこ とりにく　ベーコン　ぎゅうにゅう　チーズ たまねぎ　しめじ　アスパラガス ワイン　しお　こしょう　がらスープ

ツナ キャベツ　にんじん ドレッシング

16 月 ごはん

こむぎこ　でんぷん　あぶら とりにく にんにく　しょうが しょうゆ　さけ

あぶら ベーコン ブロッコリー　にんにく ワイン　しょうゆ

なまあげ　わかめ　みそ えのきたけ　ねぎ　にんじん けずりぶし

17 火 ごはん　おおむぎ

あぶら　さとう ぶたにく　みそ
しょうが　キャベツ　ピーマン　にんじん
たまねぎ　たけのこ

しょうゆ　さけ　テンメンジャン
オイスターソース

もやし　きくらげ　えだまめ ドレッシング

18 水 しょくパン

あぶら ちゅうのうソース

じゃがいも　マヨネーズ ハム きゅうり す　こしょう

マカロニ　あぶら とりにく たまねぎ　にんじん　セロリ　ブロッコリー　トマト トマトピューレ　ケチャップ　しお　こしょう　バジルこ

19 木 ごはん

しらたき　あぶら　さとう　でんぷん　ごま ぶたにく ねぎ　しょうが　にんにく　にら トウバンジャン　しょうゆ　みりん

かつおぶし キャベツ　にんじん しょうゆ　さけ

とうふ　みそ なめこ　だいこん　ねぎ けずりぶし

20 金 ごはん

でんぷん　あぶら　さとう しろみさかな ねぎ　しょうが しょうゆ　す　トウバンジャン

ビーフン　あぶら ハム たまねぎ　ピーマン しお　こしょう　がらスープ

あぶら とりにく　なまあげ チンゲンサイ　にんじん　しめじ しお　こしょう　しょうゆ　がらスープ

23 月 ごはん　おおむぎ

でんぷん　こむぎこ　あぶら　さとう とりにく しょうが　たまねぎ さけ　しょうゆ　みりん　す　タルタルソース

きゅうり　スイートコーン ドレッシング

あぶら　ふ　でんぷん とうふ ごぼう　まいたけ　にんじん　ほうれんそう しょうゆ　しお　みりん　さけ　けずりぶし

24 火 ごはん

さけ　みそ ねぎ さけ　みりん

こんにゃく　あぶら　さとう ひじき　さつまあげ にんじん しょうゆ　みりん　さけ

あぶら とりにく　あぶらあげ にんじん　だいこん　こまつな　 しょうゆ　しお　けずりぶし

25 水 ミルクパン

あぶら ぶたにく たまねぎ　セロリ しお　こしょう　ケチャップ　ワイン　かれーこ

じゃがいも こしょう

ウインナー キャベツ　ほうれんそう　たまねぎ　にんじん しお　こしょう　がらスープ

26 木 ごはん

さとう　あぶら とりにく たまねぎ　ピーマン　パプリカ　たけのこ バジルこ　とうがらしこ　さけ　ナンプラー　しょうゆ

はるさめ　さとう えび きゅうり　レモンかじゅう ナンプラー　す

とうふ チンゲンサイ　しいたけ　ねぎ　しょうが しょうゆ　しお　こしょう　がらスープ

27 金 ソフトめん

ごま とりにく　みそ
にんじん　もやし　ねぎ　にら　しょうが
にんにく　スイートコーン

しょうゆ　トウバンジャン　がらスープ
とんこつラーメンスープ

あぶら

ハム キャベツ　えだまめ ドレッシング

30 月 ごはん

あぶら　さとう ぶたにく　みそ しょうが　にんにく テンメンジャン　トウバンジャン　しょうゆ　みりん　さけ

ごま　さとう　あぶら もやし　ほうれんそう　にんじん しょうゆ　す

でんぷん たまご にんじん　たまねぎ　にら　えのきたけ しょうゆ　しお　さけ　がらスープ

31 火 ごはん　おおむぎ

じゃがいも　あぶら ぶたにく たまねぎ　にんじん　にんにく　しょうが　りんご カレールウ　ちゅうのうソース　ケチャップ　チャツネ

キャベツ　スイートコーン ドレッシング

＊天候等により，使用する食材が変更になることがあります。

＊加工食品は主要な材料を記載しています。

◎不明な点は各学校へお問い合わせください。

とうふスープ

ひじきのいために

むぎごはん

ごはん

613
1.7

ガパオ

えびとはるさめのサラダ

日　本　の　食　べ　物　の　旅　【　宮　崎　県　】

674
2.2

ぶたにくとセロリのケチャップいため

こふきいも

ソーセージとキャベツのスープ

とりにくのからあげ

なめこじる

631
2.3

みそしる

こんだてめい

さけのねぎみそやき

世　界　の　料　理　紹　介　【　タ　イ　】

647
1.9

680
1.8

646
2.1

ミネストローネ

ぶたにくとしらたきのピリからいため

すいとんじる

むぎごはん

チンゲンサイのスープ

ごはん

おかかあえ

はちはいじる

にくみそごまうどん（ソフトめん）

686
3.3

　　　　　　　（にくみそごまスープ）

ハムとキャベツのサラダ（ドレッシング）

ごはん

ごはん

チキンなんばんタルタルソース

むぎごはん
685
2.4

カレー

かいそうサラダ（ドレッシング）

ミルクパン

肉じゃが

ごはん

ごはん

あげぎょうざ

かきたまちゅうかコーンスープ

むぎごはん

チンジャオロースー

ちくわのしんりょくあげ

チキンとだいこんのサラダ

とんじる

あんかけやきそば（ちゅうかめん）

ねつやちからになる ちやにくやほねになる

おもなざいりょうめい そのたのざいりょう

からだのちょうしをととのえる ちょうみりょうなど

まいにち ぎゅうにゅう

令和４年度

日
よ
う
び

たけのこのとさに

ふりかけ

オニオンスープ

♪♪♪　　　リ　ク　エ　ス　ト　こ　ん　だ　て　　永　山　小　学　校　　　　♪♪♪

658
2.5
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624
1.8

618
1.6

　　　　　　　　　（クリームソース）

さばのみそに

かにかまじる

ハンバーグデミグラスソース

はなやさいサラダ（ドレッシング）

アスパラのクリームスパゲティ(スパゲティ)

もやしときくらげのサラダ（ドレッシング）

しょくパン

メンチカツ（ソース）

ミルクパン

レモンあえ

ポテトサラダ

ごはん

639
2.1

ビビンバ（にくみそ）

　　　　（ナムル）

にらたまスープ

609
2.0

エネルギー
（Kcal)
しょくえん
（グラム）

667
1.9

646
2.4

こ　ど　も　の　日　こ　ん　だ　て

　　　　　　　　（やさいあん）

ゆでぼしだいこんのサラダ(ドレッシング)

ブロッコリーのにんにくいため

みそしる

まめとツナのサラダ(ドレッシング)

ごはん

フローズンヨーグルト

ごはん

しろみざかなのこうみソース

ビーフンいため

ホイコーロー

はるまき

栄　養　素 基準量（3･4年生） ５月の平均

エネルギー（ｋcal） 650 651

しょくえん（ｇ） 2.0 2.2

５月こんだてひょう


