
エネルギー たんぱく質

赤 黄 緑

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
たけのこのうまに・しおんぶあえ ぎゅうにゅう　とりにく ごはん　あぶら　じゃがいも たけのこ　にんじん　こんにゃく 558 24.7
かつおフライ・ちゅうのうソース　 かつお　こんぶ　ちくわ さとう　ごまあぶら　ゼリー キャベツ　こまつな　 658 27.8
クリームソーダふうゼリー 847 34.3
ハンバーグデミソース ぎゅうにゅう　ハンバーグ パン　さとう　あぶら たまねぎ　セロリ　にんじん 521 20.3
ABCスープカレーふうみ ベーコン　あおのり マカロニ　じゃがいも キャベツ　とうもろこし 612 22.7
コーンポテト 798 28.8
ビビンバのぐ ぎゅうにゅう　ぶたにく ごはん　ごまあぶら　ごま にんにく　しょうが　にんじん 502 19.8
くろぶたさといもパオズ①②② とりにく　パオズ かたくりこ　さとう とうもろこし　ほうれんそう　はくさい 659 28.6
ちゅうかコーンスープ チンゲンサイ　だいずもやし 843 34.5
さばのねぎソース ぎゅうにゅう　さば　わかめ ごはん　あぶら　さとう ねぎ　たけのこ　にんじん 494 19.8
わかたけじる のり　とうふ　かまぼこ わふうドレッシング だいこん　こまつな　キャベツ 622 24.5

のりふりかけ だいこんサラダ 808 30.2
たれつきにくだんご①②② ぎゅうにゅう　きなこ パン　あぶら　さとう たまねぎ　にんじん　キャベツ 491 18.4
コンソメスープ ベーコン　にくだんご じゃがいも　イタリアンドレッシング ブロッコリー　カリフラワー 649 23.8
はなやさいサラダ とうもろこし 802 28.4
ポークカレー ぎゅうにゅう　ぶたにく 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 508 18.4
ちちぶこんにゃくサラダ わかめ　チーズ わふうドレッシング にんにく　こんにゃく　こまつな　 653 23.1
かたぬきチーズ キャベツ　 845 27.9
きつねうどんのしる ぎゅうにゅう　あぶらあげ うどん　あぶら　さとう にんじん　しいたけ　たまねぎ 565 23.1
ちくわのいそべあげ①②② とりにく　ちくわ　あおのり こむぎこ　ごま こまつな　ほうれんそう　もやし 699 30.9
ほうれんそうのあえもの 828 36.0
とりにくのからあげ ぎゅうにゅう　とりにく　わかめ ごはん　あぶら　かたくりこ しょうが　にんにく　たまねぎ 540 21.7
じゃがいものみそしる あぶらあげ ごま　じゃがいも　さとう にんじん　いんげん　ほうれんそう 686 27.4

わかめふりかけ ごまあえ キャベツ 854 33.8
やきめつきぎょうざ②②③ ぎゅうにゅう　ぶたにく　えび ごはん　あぶら　かたくりこ ねぎ　にんじん　しょうが 506 20.8
かきたまスープ ぎょうざ　たまご　かまぼこ あんにんフルーツ にんにく　たまねぎ　こまつな 620 25.8
あんにんフルーツ 809 32.4
キャロットポタージュ ぎゅうにゅう　さけ　 パン　マーシャルチョコ　あぶら にんじん　たまねぎ　ブロッコリー 541 25.1
さけのマスタードマヨやき じゃがいも　ノンエッグマヨネーズ カリフラワー　とうもろこし　パセリ 681 29.2

マーシャルチョコ カリフラワーサラダ イタリアンドレッシング 842 35.9
やさいのきつねに ぎゅうにゅう　あぶらあげ ごはん　あぶら　じゃがいも にんじん　いんげん　こんにゃく 550 24.5
すりみチーズロール とりにく　すりみチーズロール さとう　ごまあぶら こまつな　キャベツ　とうもろこし 690 29.9
こまつなあえ わかめ 899 37.3
ししゃもフリッター①①② ぎゅうにゅう　ぶたにく パン　スパゲッティ　あぶら たまねぎ　にんじん　ピーマン 539 20.6
スパゲッティミートソース ししゃもフリッター イタリアンドレッシング にんにく　キャベツ　ほうれんそう 655 24.6
おんやさいサラダ 899 32.6
あじつきヒレカツ①①② ぎゅうにゅう　ヒレカツ ごはん　あぶら　さとう ねぎ　にんじん　えのき　ごぼう 526 21.3
すましじる とうふ　わかめ　ひじき ごま　ごまドレッシング れんこん　いんげん 624 23.6
ごぼうサラダ 808 28.4
あつあげのごもくに ぎゅうにゅう　あつあげ わかめごはん　あぶら　さとう にんじん　たけのこ　いんげん 547 24.0
たくあんあえ ぶたにく　うずらのたまご ごま だいこん　ほうれんそう　もやし 664 28.3
ヨーグルト ヨーグルト たまねぎ 858 35.2
チキンナゲット①②② ぎゅうにゅう　あさり　 パン　あぶら　じゃがいも たまねぎ　にんじん　ほうれんそう 553 21.0
クラムチャウダー チキンナゲット　ベーコン バター　こむぎこ とうもろこし　グリンピース 669 25.2
ほうれんそうのソテー 873 29.8
あつやきたまご ぎゅうにゅう　たまご ごはん　あぶら　さとう しょうが　ごぼう　にんじん 523 21.5
きゃべつのみそしる ぶたにく　 ゼリー たけのこ　グリンピース　ねぎ 626 25.0
あまなつゼリー キャベツ　たまねぎ　 793 30.5
しおラーメンのスープ ぎゅうにゅう　ぶたにく　わかめ ちゅうかめん　あぶら　ごまあぶら キャベツ　もやし　にんじん ― ―
はるまき はるまき　のり しおドレッシング ねぎ　とうもろこし　きくらげ 665 22.9
チョレギサラダ にんにく　しょうが　 828 27.5
とうふのちゅうかに ぎゅうにゅう　とうふ　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 542 26.5
にくシューマイ①②② にくシューマイ　いか　えび かたくりこ　ナムルドレッシング いんげん　しいたけ　にんにく 653 31.0
だいずもやしのナムル さとう しょうが　だいずもやし　こまつな 863 39.4

◇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。

28 金 ホットちゅうかめん 牛乳

31 月 ごはん 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。

24 月 ごはん 牛乳

21 金 バターリングパン牛乳

20 木 ごはん 牛乳

19 水 牛乳しょくパン

17 月 牛乳

14 金 じごなうどん 牛乳

ごはん

13 木 ごはん 牛乳

12 水
おちゃいりきな
こあげパン

牛乳

11 火 牛乳

10 月 ごはん 牛乳

ごはん

7 金 はちみつパン 牛乳

6 木 ごはん 牛乳

令和3年度 5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

26 水 ツイストパン 牛乳

27 木 そぼろごはん 牛乳

18 火 チャーハン 牛乳

25 火 わかめごはん 牛乳


