
　しゅ　　　　しょく ぎゅうにゅう

主　　食 牛乳

たけのこのうまに 牛乳　とりにく ごはん　じゃがいも たけのこ　にんじん

かつおフライ あぶらあげ　かつお さとう　あぶら　パンこ いんげん　こんにゃく

しおこんぶあえ こんぶ ごまあぶら　でんぷん キャベツ　こまつな

こむぎこ

コンソメスープ 牛乳　きなこ　たまご パン　あぶら　さとう りょくちゃ　たまねぎ

ウインナーのたまごまき ベーコン　ウインナー じゃがいも　でんぷん にんじん　トマト　キャベツ

はなやさいサラダ（イタリアンドレッシング） ブロッコリー　カリフラワー

とうもろこし

きつねうどんのしる 牛乳　あぶらあげ うどん　さとう ねぎ　にんじん　しいたけ

ちくわのいそべあげ とりにく　わかめ こむぎこ　でんぷん もやし　ほうれんそう

ほうれんそうのあえもの ちくわ　のり あぶら とうもろこし

わかたけじる 牛乳　わかめ　さば ごはん　あぶら　さとう たけのこ　ねぎ　こまつな

さばのねぎソース かまぼこ　くきわかめ でんぷん だいこん　にんじん　きゅうり

だいこんサラダ（わふうドレッシング） プルーン　にんにく　えのき

ピーマン　しょうが　たまねぎ

ちゅうかコーンスープ 牛乳　たまご　とりにく ごはん　でんぷん とうもろこし　ねぎ　こまつな

くろぶたさといもパオズ② ぶたにく　だいずこ ごまあぶら　さとう にんにく　しょうが　にんじん

ビビンバのぐ ごま　さといも　パンこ だいずもやし　ほうれんそう　キムチ

こむぎこ　さとう だいこん　たけのこ　キャベツ

ポークカレー 牛乳　ぶたにく　チーズ ごはん　じゃがいも たまねぎ　にんじん

こんにゃくサラダ（あおじそドレッシング） あぶら　さとう にんにく　しょうが

チーズ こむぎこ　でんぷん キャベツ　きゅうり

こんにゃく　レモン　しそ

ＡＢＣマカロニスープ 牛乳　ベーコン パン　マカロニ キャベツ　たまねぎ

デミグラスにこみハンバーグ とりにく　ぶたにく さとう　じゃがいも にんじん　セロリー

コーンポテト のり でんぷん　あぶら とうもろこし

じゃがいものみそしる 牛乳　あぶらあげ ごはん　じゃがいも たまねぎ　にんじん

とりにくのからあげ わかめ　とりにく でんぷん　あぶら いんげん　ほうれんそう

ごまあえ さとう　ごま キャベツ

かきたまスープ 牛乳　ぶたにく　えび ごはん　あぶら　さとう ねぎ　にんじん　しょうが

あげぎょうざ② たまご　かまぼこ でんぷん　ごまあぶら にんにく　チンゲンサイ

フルーツあんにん とうふ　とりにく こむぎこ しいたけ　キャベツ

とうにゅう もも　あんず

クラムチャウダー 牛乳　あさり パン　じゃがいも たまねぎ　にんじん

チキンナゲット② ベーコン　とりにく あぶら　バター　パンこ ほうれんそう　とうもろこし

ほうれんそうソテー おから こむぎこ　でんぷん

さとう　こめこ

やさいのきつねに 牛乳　あぶらあげ ごはん　じゃがいも だいこん　にんじん

すりみチーズロール とりにく　たら　チーズ さとう　あぶら こんにゃく　こまつな

こまつなあえ でんぷん キャベツ　とうもろこし

ミートソーススパゲティー 牛乳　ぶたにく パン　スパゲティー たまねぎ　にんじん

ししゃもフリッター ししゃも　おきあみ あぶら　バター ピーマン　にんにく

おんやさいサラダ（たまねぎドレッシング） のり こむぎこ　でんぷん ほうれんそう　キャベツ

さとう　こめこ ねぎ　ゆず

しおラーメンのスープ 牛乳　ぶたにく めん　あぶら　さとう キャベツ　もやし　ねぎ　にんじん

はるまき わかめ　くきわかめ ごまあぶら　こむぎこ とうもろこし　きくらげ　にんにく

かいそうサラダ（ちゅうかドレッシング） こんぶ はるさめ　でんぷん しょうが　きゅうり　たけのこ

たまねぎ　キャベツ　しいたけ

キャベツのみそしる 牛乳　ぶたにく ごはん　さとう　あぶら しょうが　ごぼう　にんじん

あつやきたまご あぶらあげ　たまご でんぷん たけのこ　キャベツ

あまなつゼリー たまねぎ　あまなつ

すましじる 牛乳　わかめ　とうふ ごはん　あぶら　さとう にんじん　ねぎ　こまつな

あじつきトンカツ はんぺん　ぶたにく ごま　パンこ えのき　ごぼう　れんこん

ごぼうサラダ（ごまドレッシング） ひじき こむぎこ

あつあげのごもくに 牛乳　わかめ　なまあげ ごはん　あぶら　さとう たまねぎ　にんじん

たくあんあえ ぶたにく　たまご ごま たけのこ　たくあん

ヨーグルト ヨーグルト もやし　ほうれんそう

キャロットポタージュ 牛乳　さけ パン　クリーム たまねぎ　にんじん

さけのマスタードマヨやき じゃがいも　あぶら パセリ　ブロッコリー

カリフラワーサラダ（イタリアンドレッシング） バター　さとう カリフラワー　トマト

こむぎこ　でんぷん

とうふのちゅうかに 牛乳　とうふ　ぶたにく ごはん　あぶら　さとう たけのこ　たまねぎ

にくしゅうまい② えび　いか　とりにく でんぷん　ごまあぶら にんじん　しいたけ

だいずもやしのナムル（ナムルドレッシング） だいず こむぎこ　ごま しょうが　にんにく

こまつな　だいずもやし

◆材料の入荷等の都合により、献立の一部が変更になる場合があります。

◆給食に関係する行事については、各学校のおたよりで確認してください。

令和３年度　　５  月  給  食  献  立  予  定  表　　秩父市立北部共同調理場
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7 金
おちゃいり

きなこあげパン
牛乳 669 25.1

6 木 ごはん 牛乳 635 26.5

11 火 ごはん 牛乳 633 22.9

10 月 じごなうどん 牛乳 626 28.9

13 木 ごはん 牛乳 663 24.2

12 水 ごはん 牛乳 667 27.3

17 月 ごはん 牛乳 689 27.7

14 金 はちみつパン 牛乳 633 24.4

19 水 ツイストパン
コーヒー

牛乳
666 22.3

18 火 チャーハン 牛乳 640 25.5

21 金 バターリング 牛乳 648 24.6

20 木 ごはん 牛乳 609 24.8

25 火 そぼろごはん 牛乳 640 27.3

24 月 ちゅうかめん 牛乳 695 24.7

27 木 わかめごはん 牛乳 642 27.1

26 水 ごはん 牛乳 647 27.6

31 月 ごはん 牛乳 634 31.4

28 金
しょくパン

（チョコだいず
クリーム）

牛乳 665 28.8

※地粉うどん、中華めんの製造工場においては、卵、そばを含む製

品を

※地粉うどん、中華めんの製造工場においては、卵、そばを含む製

品を製造しています。

新茶の季節です。

５月７日に「お茶入りきなこ揚げパン」を出します。

お楽しみに♪


