
平成３０年度

主食 牛乳 副食 血や肉を作る
（赤）

力や体温になるもの
（黄）

ホキのフレーク焼き 牛乳　ハム　ホキ　チーズ 米　バター　油　パン粉 kcal g

白いんげん豆の洋風煮 マヨネーズ　ウインナー コーンフレーク　じゃが芋 823 34.5
(火) 白いんげん豆　

★ししゃもお茶フライ（２本） 牛乳　ししゃも　わかめ 米　もち米　小麦粉　油　　

若竹汁　★ごま和え かまぼこ　豆腐 パン粉　でん粉　すりごま 793 28.0
(水) こいのぼりデザート 油揚げ 砂糖　デザート（乳・卵使用）

★ポークビーンズ 牛乳　豚肉　大豆 子どもパン　油　砂糖

こんにゃくサラダ ベーコン　チーズ　わかめ じゃが芋　こんにゃく　 893 32.0
(月) ごま油

じゃが芋の甘辛揚げ 牛乳　豚肉　いか　えび 米　麦　油　でん粉　砂糖

ピリ辛もやし じゃが芋　ごま油 752 27.2
(火)

新じゃが芋のそぼろ煮 牛乳　大豆　みそ 米　麦　黒砂糖　油

和風サラダ 鶏肉　わかめ じゃが芋　砂糖　でん粉 799 29.1
(水)

海鮮豆腐 牛乳　豚肉　えび　いか 米　麦　でん粉　油　砂糖

中華漬け 豆腐　 ごま油　ごま 767 34.6
(木) 果物（甘夏）

★鰹の新玉ねぎソースかけ 牛乳　鰹　鶏肉　　 米　麦　でん粉　砂糖

★筑前煮 油　こんにゃく　じゃが芋 751 33.7
(金) 塩きゅうり

ポテトサラダ 牛乳　豚肉　ひよこ豆 米　発芽玄米　油　小麦粉

手作りプリン 卵　生クリーム バター　じゃが芋　砂糖 885 29.4
(月)

土佐酢和え 牛乳　鶏肉　油揚げ 地粉うどん　砂糖　バター

さつま芋入り抹茶蒸しパン わかめ　かつお節 ホットケーキミックス粉 851 29.9
(火) 卵 さつま芋　

じゃが麻婆 牛乳　豚肉　ひよこ豆 米　麦　油　じゃが芋

ナムル みそ　わかめ 砂糖　ごま油　でん粉 772 27.1
(水) ごま

★大豆と木の実と小魚のカレー風味 牛乳　豚肉　卵 米　油　砂糖　でん粉

ゆかり和え 大豆　かえり煮干し　 カシューナッツ　アーモンド 862 37.5
(木)

たれかつ　のっぺい汁 牛乳　豚肉　かまぼこ 米　麦　小麦粉　パン粉

★きゅうりとたくあんの和え物 油揚げ　 砂糖　こんにゃく　里芋 833 26.3
(金） 笹団子 ごま油　ごま　笹団子

鯖の味噌煮 牛乳　鯖　みそ　わかめ　 米　麦　砂糖　でん粉

かき玉汁 卵　豆腐　 759 34.0
(月) なめ茸和え

手作りコロッケ（ソース） 牛乳　豚肉　チーズ　卵 コッペパン　じゃが芋　砂糖

マカロニスープ ベーコン　 小麦粉　パン粉　油　 878 28.1
(火) コーンサラダ マカロニ　

生揚げとじゃが芋のカレー煮 牛乳　豚肉　生揚げ 米　麦　ごま　砂糖

おひたし じゃが芋　油　小麦粉 813 30.2
(水) 果物（冷凍みかん）

いかの薬味ソースかけ 牛乳　豚肉　いか　豆腐 米　ごま油　砂糖　でん粉

春雨スープ ほたて貝柱　わかめ 油　春雨 721 31.1
(木)

ポトフ 牛乳　ツナフレーク　青のり　 強力粉　砂糖　オリーブ油

★海藻サラダ マヨネーズ　チーズ　鶏肉 じゃが芋　油　ごま　ごま油 728 31.2
(金） ★ヨーグルト ウインナー　海藻ミックス　ヨーグルト

鶏のから揚げ（２個） 牛乳　あさり　鶏肉 米　油　砂糖　でん粉

味噌けんちん汁 豆腐　みそ　 米粉　こんにゃく　 744 33.0
(月)

★小松菜とわかめのサラダ 牛乳　豚肉　えび　いか ホット中華麺　油　でん粉

手作りカステラ なると　わかめ 砂糖　ごま油　ごま 882 37.4
(火) 卵 小麦粉　バター　はちみつ

生揚げのすき煮 牛乳　ちりめんじゃこ 米　麦　ごま　しらたき　

米粉めんサラダ かつお節　青のり 油　砂糖　米粉めん 748 30.9
(水) 豚肉　生揚げ　わかめ ごま油　ごま

千草焼き 牛乳　豚肉　ツナフレーク 米　麦　こんにゃく　油

新玉ねぎとじゃが芋の味噌汁 卵　わかめ　みそ 砂糖　カシューナッツ 739 28.7
(木) じゃが芋

★歯や歯肉によい料理　　噛みごたえのある料理・カルシウムを多く含む食材料を使った料理 １年 ２年 ３年

※献立は都合により変更する場合があります。ご了承ください。 今月の給食回数 21 21 21

累計給食回数 33 33 33

５月給食予定献立表 さいたま市立浦和中学校

日
献  立  名 主  な  食  品 エ

ネ
ル

ギ
ー

た
ん
ぱ
く

質体の調子をよくするもの
（緑）

1 青菜とハムの
ピラフ

たまねぎ　マッシュルーム

小松菜　人参　パセリ

2

山菜おこわ

干し椎茸　たけのこ　わらび　みず

なめこ　えのき茸　人参　茶葉

小ねぎ　小松菜　もやし

7 二色揚げパン
（抹茶・コーヒー）

抹茶　玉ねぎ　人参　にんにく

トマト　とうもろこし　きゅうり

8 中華丼
（麦ご飯）

玉ねぎ　人参　キャベツ　もやし

しょうが　チンゲンサイ　たけのこ

干し椎茸　きくらげ　きゅうり

9 麦ご飯
★鉄火味噌

人参　玉ねぎ　グリンピース

キャベツ　きゅうり

10
麦ご飯

しょうが　にんにく　玉ねぎ　人参　

たけのこ　長ねぎ　きゅうり　　

大根　果物

11
麦ご飯

しょうが　玉ねぎ　にんにく　人参　

たけのこ　ごぼう　いんげん　

干し椎茸　きゅうり

14 ★ごぼう入り
ドライカレー

（発芽玄米入りご飯）

ごぼう　玉ねぎ　人参　しょうが

にんにく　トマト　グリンピース

とうもろこし　きゅうり　

15 山菜きつね
うどん

（地粉うどん）

人参　しめじ　長ねぎ　わらび　みず

なめこ　干し椎茸　えのき茸　たけのこ

キャベツ　小松菜　もやし　抹茶

16
麦ご飯

玉ねぎ　人参　しょうが　たけのこ

にんにく　干し椎茸　長ねぎ　枝豆

もやし　ほうれん草　きゅうり

17 卵丼
（麦ご飯）

玉ねぎ　人参　グリンピース

たけのこ　キャベツ　きゅうり

18

麦ご飯

人参　大根　たもぎ茸　長ねぎ

たくあん漬け　きゅうり

21
麦ご飯

しょうが　人参　干し椎茸

長ねぎ　小松菜　キャベツ

もやし　えのき茸

22 セルフサンド
（コッペパン）

玉ねぎ　人参　マッシュルーム

キャベツ　きゅうり　とうもろこし

23 麦ご飯
ごま塩

玉ねぎ　人参　さやいんげん

しょうが　ほうれん草　もやし

キャベツ　果物

24
キムチチャーハン

キムチ　人参　長ねぎ　玉ねぎ

にんにく　しょうが　えのき茸

チンゲンサイ

25 手作りツナコーン
ポテトパン

玉ねぎ　とうもろこし　赤ピーマン

人参　キャベツ　マッシュルーム

かぶ　セロリ　　もやし　小松菜

28 ★あさりの
炊き込みご飯

しょうが　ごぼう　人参

にんにく　長ねぎ　大根

30 麦ご飯
★手作りふりかけ

干し椎茸　人参　白菜　玉ねぎ　

長ねぎ　えのき茸　　小松菜

とうもろこし

29 ちゃんぽん麺
（ホット中華麺）

しょうが　もやし　キャベツ　人参

チンゲンサイ　長ねぎ　きゅうり

小松菜　とうもろこし

31 ★きんぴらとナッツの
混ぜご飯

人参　ごぼう　ほうれん草　

玉ねぎ　長ねぎ　

端午の節句行事食

新潟県の郷土料理


