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血・肉・骨・歯になる 熱や力のもとになる 体の調子をととのえる
あつあげのチャオサイ ぎゅうにゅう　 わかめごはん　さとう　あぶら キャベツ　たまねぎにんじん ― ―
だいずもやしのナムル あつあげ　ぶたにく かんこくナムルドレッシング しょうが　こまつな　だいずもやし 651 25.7
あおりんごゼリー あおりんごゼリー 844 32.1
にくどんのぐ ぎゅうにゅう　ぶたにく ごはん　あぶら　ごま しょうが　にんにく　たまねぎ 483 20.3
しろみざかなフリッター①②② かまぼこ　しろみざかな さとう にんじん　いんげん　しらたき 679 28.7
たくあんあえ だいこん　ほうれんそう　もやし 850 34.8
ハンバーグバーベキューソース ぎゅうにゅう　ハンバーグ パン　さとう　あぶら りんご　にんにく　とうもろこし 561 22.3
とうにゅうコーンポタージュ とうにゅう　ベーコン イタリアンドレッシング たまねぎ　にんじん　キャベツ 668 25.0
はるきゃべつのサラダ マーガリン えだまめ 875 32.0
チキンカレー ぎゅうにゅう　とりにく ごはん　あぶら　じゃがいも たまねぎ　にんじん　グリンピース 522 20.1
あわせるゼリー（はちみつレモンゼリー） パリッシュ（こざかな） はちみつレモンゼリー にんにく　おうとう　りんご 680 24.8
パリッシュ パイン 887 30.1
さぬきうどんのしる ぎゅうにゅう　とりにく うどん　あぶら　 ねぎ　にんじん　しょうが 595 24.2
いかのてんぷら なると　あぶらあげ　いか　 ほうれんそう　もやし　 655 27.7
いそかあえ わかめ　のり 821 34.4

かんこくふうとりにくのてりやき ぎゅうにゅう　とりにく なめし　さとう　ごま ねぎ　にんにく　しょうが 505 21.8
チョレギサラダ わかめ　のり　あぶらあげ ごまあぶら　じゃがいも キャベツ　たまねぎ　いんげん 649 27.3
みそしる しおドレッシング にんじん 857 34.6
さばのしょうがじょうゆやき ぎゅうにゅう　ぶたにく ごはん　じゃがいも　さとう にんじん　たまねぎ　しらたき 586 25.1
にくじゃが さば　 あぶら　 グリンピース　なばな　キャベツ 702 28.9
なのはなあえ ほうれんそう　　 905 35.5
やきそば ぎゅうにゅう　ぶたにく パン　ちゅうかめん にんじん　キャベツ　たまねぎ 517 22.6
ウインナーのケチャップソース あおのり　ウインナー あぶら　さとう　 ほうれんそう　とうもろこし 656 28.5
コーンとほうれんそうのサラダ コーンドレッシング 850 36.2
マーボードーフ ぎゅうにゅう　ぶたにく ごはん　あぶら　ごまあぶら たまねぎ　にんじん　たけのこ 496 19.7
はるさめサラダ とうふ　ヨーグルト かたくりこ　はるさめ　さとう しいたけ　にら　しょうが 627 24.4
ヨーグルト ちゅうかドレッシング にんにく　キャベツ　もやし 809 29.6
ぶたヒレカツ①①②　ちゅうのうソース ぎゅうにゅう　ぶたヒレカツ パン　あぶら　ごま ごぼう　にんじん　れんこん 538 21.7
ごぼうサラダ ひじき　ベーコン ごまドレッシング　マカロニ いんげん　たまねぎ　キャベツ 622 23.9
ABCスープ 800 29.5
はっぽうさい ぎゅうにゅう　ぶたにく ごはん　あぶら　かたくりこ しょうが　はくさい　たまねぎ 463 23.1
にらまんじゅう①②② いか　えび　にらまんじゅう ごまあぶら　さとう　ごま ねぎ　にんじん　しいたけ 606 31.4
こまつなのナムル こまつな　もやし 776 37.8
モウカのさいきょうあげ ぎゅうにゅう　とりにく ごはん　あぶら　さとう たけのこ　にんじん　しいたけ 535 22.7
さわにわん モウカざめ　ぶたにく かたくりこ　ゼリー いんげん　だいこん　ほうれんそう 647 28.2
おいわいいちごゼリー あぶらあげ ごぼう　 802 34.5
カレービーンズ ぎゅうにゅう　ぶたにく パン　じゃがいも　あぶら たまねぎ　にんじん　とうもろこし 527 22.9
プレーンオムレツ だいず　プレーンオムレツ さとう　イタリアンドレッシング しょうが　グリンピース　トマト 674 27.6
はなやさいサラダ ブロッコリー　カリフラワー　にんにく 834 33.1
みそラーメンのスープ ぎゅうにゅう　ぶたにく ちゅうかめん　あぶら しょうが　にんにく　にんじん 593 22.3
あげぎょうざ②②③ ぎょうざ　なると ちゅうかドレッシング もやし　ねぎ　とうもろこし 679 26.2
ちゅうかサラダ ごま こまつな　キャベツ 844 32.2

◇行事、欠食等については各校のおたよりで確認をお願い致します。

献立内容を考えています。行事食・郷土食・季節を感じる献立を通して食文化を

伝えるように心がけています。

　荒川共同調理場は、久那幼稚園・荒川東小学校・荒川西小学校・影森小学校・

久那小学校・荒川中学校の1園5校の給食を提供します。

　衛生管理を徹底し、おいしい給食づくりに努めてまいりますので、どうぞ

よろしくお願いいたします。

１年生給食開始

　学校給食は、成長期の子どもたちに必要な栄養をバランスよくとれるように

令和3年度 4月         　　献立予定表 秩父市立荒川共同調理場

お　　か　　ず ｋcal ｇ
日 曜

献　　　　　　　　立 食　　品　　の　　働　　き

主　　食

牛乳

月 牛乳

13 火 牛乳

12 わかめごはん

ごはん

14 水 牛乳はちみつパン

15 木 牛乳ごはん

16 金 じごなうどん 牛乳

19 月 なめし 牛乳

牛乳

22 木 ごはん 牛乳

20 火 ごはん

21 水 コッペパン

23 金 バターロール 牛乳

26 月 ごはん 牛乳

27 火 牛乳たけのこごはん

28 水 ツイストパン 牛乳

◇材料の入荷等の都合により、献立が変更になる場合があります。ご了承下さい。

30 金 牛乳ホットちゅうかめん

🌸ご入学・ご進級おめでとうございます🌸

学校給食は

生きた教材です

学校給食は、食に関す

る知識や実践力を身につ

けるために、大切な教材

となります。


