5月の予定献立表
つくえ

パ
ン

6

乳

こんだてめい
ごはん
※さわらのりょくちゃあげ

金

はるやさいのみそしる
アスパラ
マヨコｰン

ピザ

月
10

カレーポテト
※セミノール

ひじきのいりに

水
12

ちゅうかドレッシング
※ピースごはん

○ あげざかなのうまに
しらたきのピリからいため

13

まめいりドライカレー

○ ツナとさやいんげんのソテー
※セミノール

金

ジ エビピラフ
ョ ※まめあじのエスカベッシュ
ア ベジタブルスープ

16
月

とりごぼうごはん
※いかのさらさあげ

17

○ とうふだんごじる

火
18
水

コッぺ
せわり

25
水

金
30
月
31
火

じゃがいも
こめ ★むぎ あぶら
★ごまあぶら ★こむぎこ
でんぷん

★いんようぎゅうにゅう
★ベーコン ★チーズ
★とりにく
★いんようぎゅうにゅう
★ぶたにく めひかり わかめ
★とりにく ★たまご

★いんようぎゅうにゅう
★あぶらあげ かまぼこ
★さばぶし ★ぶたにく
ひじき ★とりにく さつまあげ
★パン（★にゅう）
★いんようぎゅうにゅう
★りんごジャム じゃがいも ★とりにく ★ぎゅうにゅう
あぶら ★こむぎこ ★バタｰ ★なまクリーム ★チーズ
★ちゅうかドレッシング
ちりめんじゃこ
こめ もちごめ ★ごま
★いんようぎゅうにゅう
あぶら でんぷん ★こむぎこ かつおぶし ★さば
さとう ★ごまあぶら
★ぶたにく
こめ ★むぎ あぶら
★こむぎこ ★バター

★いんようぎゅうにゅう
★だいず ★ぶたにく
★ぎゅうにく ★チーズ
ツナフレーク
こめ ★むぎ あぶら
ストロベリージョア
★バター でんぷん
★えび ★ハム まめあじ
★こむぎこ さとう
★ぎゅうにゅう ★なまクリー
ム
こめ ★むぎ あぶら さとう ★いんようぎゅうにゅう
★こむぎこ でんぷん
★とりにく ★いか ★とうふ
★さばぶし

ごはん
とりにくのてりやき

こめ さとう でんぷん
じゃがいも あぶら

こまつな にんじん ねぎ たけのこ
しいたけ たまねぎ こんにゃく
えだまめ

📖

にんじん たまねぎ とうもろこし
パセリ だいこん えだまめ

グリンピース しょうが たまねぎ
にんじん たけのこ しいたけ
さやいんげん こんにゃく こねぎ
にんにく
たまねぎ にんじん グリンピース
しょうが にんにく しめじ
さやいんげん とうもろこし
セミノ－ル
にんじん たまねぎ マッシュルｰム
グリンピース にんにく ピーマン
とうもろこし かぼちゃ パセリ
ごぼう にんじん さやえんどう
しょうが ねぎ だいこん こまつな
しいたけ ひゅうがなつ

★いんようぎゅうにゅう
★たまご ★ぎゅうにゅう
★ぶたにく ★ベーコン
★だいず ★ウインナー
★いんようぎゅうにゅう
★とりにく ちくわ

たまねぎ にんじん れんこん
パセリ トマト キャベツ
とうもろこし
しょうが にんじん こんにゃく
さやえんどう たけのこ
メロン

★パン（★にゅう） あぶら ★いんようぎゅうにゅう
さとう じゃがいも
★ウインナー ★とりにく
★ベーコン いんげんまめ

キャベツ にんじん かぶ たまねぎ
セロリー みかん ★りんご
パインアップル ★もも なし

★いんようぎゅうにゅう
かつおぶし ちりめんじゃこ
こんぶ ★チーズ ★とりにく
ちくわ ★とうふ ★みそ

グリンピース にんじん
だいこん ごぼう こんにゃく
ねぎ こまつな

みそけんちんじる

こめ げんまい ★ごま
さとう ★はるまきのかわ
じゃがいも あぶら
ノンエッグマヨネーズ

カレースープに

★パン(★にゅう) あぶら
さとう じゃがいも

★いんようぎゅうにゅう
★とりにく ★ウインナー

キャベツ にんじん たまねぎ
さやいんげん とうもろこし
パセリ

※アスパラぶたどん

こめ ★むぎ さとう
じゃがいも

★いんようぎゅうにゅう
★ぶたにく わかめ ★みそ
★あぶらあげ ★さばぶし

こんにゃく えのきたけ たまねぎ
ねぎ アスパラガス しょうが
だいこん かわちばんかん

スパゲッティミートソース
こんにゃくとかいそうのサラダ
わふうドレッシング
スイートポテト

★スパゲッティ あぶら
★バター ★こむぎこ さとう
わふうドレッシング
さつまいも

★いんようぎゅうにゅう
★ぶたにく ★ベｰコン ★チｰズ
かいそうミックス ★たまご
★ぎゅうにゅう ★なまクリｰム

たまねぎ にんじん マッシュルｰム
にんにく しょうが グリンピース
トマト キャベツ こんにゃく
とうもろこし

※さけたまごはん
だいずとこざかなのあげに

こめ さとう あぶら ★ごま ★いんようぎゅうにゅう
じゃがいも でんぷん
★さけ ★たまご ★だいず
みかんゼリー
にぼし ★ぶたにく

にんじん たまねぎ こんにゃく
グリンピース しいたけ

こめ ★むぎ さとう
でんぷん ★ごまあぶら
★ごま

★いんようぎゅうにゅう
★ぶたにく ★だいず わかめ
★とうふ ★とりにく
★ヨーグルト

にんにく しょうが キャベツ にら
にんじん たけのこ ねぎ
さやえんどう みかん
パインアップル ★りんご

しょうゆラーメン

★ちゅうかめん あぶら

※サーターアンダーギー

★ホットケーキミックス

★いんようぎゅうにゅう
★ぶたにく ★なまあげ
★ぎゅうにゅう

たまねぎ ねぎ キャベツ にんじん
こまつな にんにく しょうが
こんにゃく

※セルフホットドック
（ウインナー、キャベツ）

はつがげんまいいりごはん
てづくりふりかけ

○ ※ポテトのはるまきあげ
あげ
パン

○ ジャーマンポテト
○ じゃがいもとわかめのみそしる
※かわちばんかん

○

27

たまねぎ アスパラガス
とうもろこし トマト キャベツ
チンゲンサイ にんじん しょうが
セミノ－ル
にんじん キムチ にら にんにく
だいこん たまねぎ ねぎ しょうが
カラマンダリン

★パン（★にゅう）
★ホットケーキミックス
さとう あぶら

○ まめとやさいのスープに

26
木

★パン（★にゅう）
あぶら さとう

フルーツポンチ

月
火

にんじん こんにゃく たまねぎ
キャベツ さやえんどう

※こんだてメモ

メロン

23

24

こめ ★こむぎこ でんぷん ★いんようぎゅうにゅう
あぶら さとう ★ごまあぶら さわら わかめ ★あぶらあげ
じゃがいも
★ぶたにく ★とうふ ★みそ
★さばぶし

ポークビーンズ

○ キャベツとウインナーのソテー

○ はるやさいのにもの

木

金

からだのちょうしを
ととのえるもと (みどり)

※ひゅうがなつ
メロン
パン
トｰスト

19

20

行事食

📖
○ あげじゃこいりだいこんサラダ

木

ちやにくに
なるもと (あか)

★うどん さとう あぶら
もちごめ ★ごまあぶら

きつねうどん

○ ※ちゅうかちまき
しょく
パン
りんご
ジャム

ちからやねつに
なるもと (き)

○ とりにくとチンゲンサイのスープ ノンエッグマヨネーズ

火
11

八十八夜

ぶたキムチごはん
めひかりのからあげ
○ くきわかめいりちゅうかスープ
※カラマンダリン

9

立川市立第二小学校
ざ い り ょ う の は た ら き

○ くきわかめのいりに

月

た

19回

曜
2

そろ

給食目標・・・机を揃えて、ランチョンマットをしき、なかよく食べよう

牛
給食回数

日

令和4年度

○ しんじゃがのそぼろに

📖

みかんゼリー
※ぎょうざどん
○ わかめスープ
フルーツヨーグルト

○ なまあげとこんにゃくのいために さとう ★ごまあぶら

★印はアレルギー物質を含んだ食品です。
今まで食べたことがない食品がある場合には、ご注意ください。
＊都合により献立が変更になることもあります。
＊かんきつ類（オレンジ）のアレルギー表示については、ネーブル
オレンジ・バレンシアオレンジのみ★印をつけてお知らせします。
※📖 は学校図書館と給食コラボメニュー、 はオリパラ給食メニューです。

中学年(3・4年生)

エネルギー

今月の平均

621kcal

国の基準

＜保護者の皆様へ＞
立川市では、食物アレルギーの児童について除去食等の対応を行っています。除去食等を希望
される方は、学校へお申し出ください。 なお、アレルギー事故を未然に防ぐため、「ピーナッツ・くる
み・アーモンド・カシューナッツ」は使用しておりません。ただし、加工品の場合、原材料に使用され
ていなくても、同一工場内で、ナッツ類を使用した製品を製造していることがあります。

650kcal

たんぱくしつ
摂取エネルギー全体の

15%

摂取エネルギー全体の

13～20%

