
　しゅ　　　　しょく ぎゅうにゅう

主　　食 牛乳

じゃがいものそぼろに 牛乳　とりにく ごはん　じゃがいも たまねぎ　にんじん

さいのくになっとう だいず　のり さとう　あぶら いんげん　ほうれんそう

いそかあえ でんぷん キャベツ

しゃくしなスパゲティー 牛乳　ぶたにく パン　スパゲティー しゃくしな　たまねぎ

オムレツ たまご あぶら　バター にんじん　ピーマン

コールスローサラダ（コールスロードレッシング） さとう　でんぷん にんにく　しょうが　レモン

キャベツ　きゅうり　パイン

もずくのみそしる 牛乳　とうふ　もずく ごはん　あぶら　さとう ねぎ　にんじん　ごぼう

わかさぎフリッター② いか　わかさぎ こむぎこ　でんぷん れんこん　こんにゃく

かみかみきんぴら とりにく　ちくわ こめこ

おきあみ　のり

ポテトのベーコンに 牛乳　ベーコン パン　じゃがいも たまねぎ　にんじん

チキンナゲット② チーズ　とりにく パンこ　でんぷん いんげん　キャベツ

キャベツサラダ（たまねぎドレッシング） おから さとう　こむぎこ ピーマン　ねぎ　ゆず

こめこ　あぶら

わかめうどんのしる 牛乳　わかめ うどん　じゃがいも にんじん　ねぎ　もやし

みそポテト とりにく　なると こむぎこ　あぶら しいたけ　ほうれんそう

ゆかりあえ あぶらあげ さとう キャベツ　しそ

すきやきふうに 牛乳　ぶたにく　とうふ ごはん　じゃがいも キャベツ　ねぎ　にんじん

こまつなのじゃこいため ちりめんじゃこ さとう　あぶら しらたき　とうもろこし

ハスカップゼリー こまつな　ハスカップ

とんじる 牛乳　わかめ ごはん　じゃがいも だいこん　ごぼう　ねぎ

かじきのてりやき ぶたにく　とうふ あぶら　さとう　ごま にんじん　こんにゃく

ごまあえ かじき ほうれんそう　キャベツ

チキンカレー 牛乳　とりにく ごはん　じゃがいも たまねぎ　にんじん　にんにく

あわせるゼリー（さくらんぼ） あぶら　さとう しょうが　さくらんぼ　もも

ふくじんづけ こむぎこ　でんぷん パイン　みかん　だいこん

きゅうり　なす　れんこん　しそ

しろはなまめのポタージュ 牛乳　ベーコン パン　じゃがいも たまねぎ　にんじん　パセリ

とりにくのかおりあげ しろはなまめ　とりにく あぶら　バター　さとう キャベツ　ほうれんそう

グリーンサラダ（イタリアンドレッシング） たまご でんぷん　パンこ ブロッコリー　えだまめ

こむぎこ　こめこ しょうが　にんにく　トマト

やさいとうふスープ 牛乳　えび　とうふ ごはん　バター　あぶら たまねぎ　にんじん　ピーマン

コロッケ ベーコン　とりにく じゃがいも　パンこ マッシュルーム　しいたけ

ヨーグルト ヨーグルト こむぎこ　さとう にんにく　キャベツ

でんぷん とうもろこし　いんげん

キャベツのみそしる 牛乳　なまあげ　あじ ごはん　でんぷん キャベツ　たまねぎ

あじのピリからソース とりにく　あぶらあげ あぶら　さとう　ごま にんじん　ねぎ

きりぼしだいこんのにもの ちくわ だいこん　いんげん

しいたけ　しらたき

コンソメスープ 牛乳　ベーコン パン　じゃがいも たまねぎ　キャベツ

イタリアンハンバーグ とりにく　ぶたにく あぶら　さとう にんじん　セロリー

おんやさいサラダ（イタリアンドレッシング） でんぷん にんにく　トマト

ほうれんそう

はっぽうさい 牛乳　ぶたにく ごはん　あぶら　ごま キャベツ　たまねぎ　にんじん

くろぶたねぎしおまんじゅう② いか　えび でんぷん　ごまあぶら しいたけ　しょうが　にんにく

だいずもやしのナムル（ナムルドレッシング） たまご　だいずこ さとう　こむぎこ だいずもやし　こまつな

ねぎ　にら　こんにゃくこ

ミネストローネ 牛乳　ベーコン パン　じゃがいも たまねぎ　キャベツ

しろみざかなバジルフライ ほき マカロニ　あぶら にんじん　トマト

ブロッコリーサラダ（たまねぎドレッシング） こむぎこ　パンこ ブロッコリー　バジル

でんぷん　さとう ピーマン　ねぎ　ゆず

しょうゆラーメンのスープ 牛乳　ぶたにく めん　あぶら　さとう キャベツ　もやし　ねぎ

あげぎょうざ② とりにく でんぷん　ごまあぶら にんじん　きくらげ　メンマ

ちゅうかサラダ（ちゅうかドレッシング） こむぎこ にんにく　しょうが　こまつな

だいずもやし　たまねぎ

かきたまじる 牛乳　たまご　とうふ ごはん　でんぷん たまねぎ　にんじん

さばのみそに あぶらあげ　さば ごま　さとう チンゲンサイ　しいたけ

たくあんあえ たくあん　もやし

ほうれんそう

ハヤシライス 牛乳　ぶたにく ごはん　じゃがいも たまねぎ　にんじん

ゆでやさいサラダ（たまねぎドレッシング） チーズ あぶら　なまクリーム にんにく　しょうが

チーズ バター　こむぎこ ブロッコリー　ねぎ　ゆず

さとう　でんぷん とうもろこし　ピーマン

ジャージャンどうふ 牛乳　なまあげ ごはん　さとう　あぶら ひろしまな　たけのこ　にんじん

ほうれんそうのナムル ぶたにく でんぷん　ごまあぶら ピーマン　しいたけ　にんにく

あじさいゼリー ごま しょうが　ほうれんそう

ねぎ　だいずもやし　ぶどう

カレーコーンチャウダー 牛乳　ベーコン パン　ジャム たまねぎ　にんじん

にこみウインナー ウインナー　わかめ じゃがいも　こむぎこ とうもろこし　りんご

こんにゃくサラダ（あおじそドレッシング） あぶら　バター こんにゃく　キャベツ

なまクリーム　さとう きゅうり　レモン　しそ

とうふとわかめのみそしる 牛乳　とりにく ごはん　あぶら　さとう にんじん　ごぼう

あじつきチキンカツ あぶらあげ　とうふ パンこ　こむぎこ こんにゃく　しいたけ

れいとうカットパイン わかめ たまねぎ　パイン

ぶたキムチ 牛乳　ぶたにく ごはん　さとう　あぶら キムチ　キャベツ　ねぎ

コーンしゅうまい② すりみ　とうふ ごま　ごまあぶら にら　にんじん　しょうが

はるさめサラダ はるさめ　でんぷん にんにく　とうもろこし

パンこ　こむぎこ たまねぎ

ポークビーンズ 牛乳　だいず パン　じゃがいも たまねぎ　にんじん

ほうれんそうソテー ぶたにく　チーズ さとう　あぶら ピーマン　にんにく　トマト

レモンソーダゼリー いんげんまめ ほうれんそう　レモン

とうもろこし　りんご

◆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。

30 水 はちみつパン 牛乳 674 26.1

29 火
はつがげんまい

ごはん
牛乳 611 22.4

28 月 かてめし 牛乳 666 27.9

25 金
しょくパン

（いちごジャ
ム）

牛乳 672 24.3

24 木 ひろしまなめし 牛乳 647 26.0

23 水 ごはん 牛乳 683 25.6

22 火 ごはん 牛乳 636 28.9

21 月 ちゅうかめん 牛乳 629 25.1

18 金 ツイストパン 牛乳 641 24.1

17 木 ごはん 牛乳 663 32.2

16 水 メロンパン 牛乳 629 22.5

15 火

よしださん
こだいまいごは

ん
（ごましお）

牛乳 649 30.7

14 月 えびピラフ 牛乳 664 26.5

11 金 フラワーロール 牛乳 671 26.6

10 木 ごはん 牛乳 663 21.6

9 水
わかめ

むぎごはん
牛乳 619 33.2

8 火 ごはん 牛乳 636 26.9

7 月 じごなうどん 牛乳 692 27.7

4 金 バターロール 牛乳 674 23.6

3 木 ごはん 牛乳 611 24.6

2 水
ライスボール

パン
牛乳 680 25.8

1 火 ごはん 牛乳 619 24.3
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※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。

６月は「彩の国ふるさと学校給食月間」です。

「彩の国ふるさと学校給食月間」は、“地域や埼玉県で作られた食材に感謝をし、昔から地域に伝わる伝統の郷土食を食べて、自分達の住む地

域のことを更に知ること”を目的とした試みです。今月の給食には郷土食や秩父地域・埼玉県で作られた食材をより多く取り入れています。
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