
令和３年度 給食回数 15回（1年生13回） 相模原市立桜台小学校

9 なのはなごはん ぎゅうにゅう たまご ぎゅうにゅう ごはん むぎ こまつな キャベツ うど 603 18.8

さわらのこうみやき さわら わかめ さとう ごま しょうが たけのこ にんじん

はるのすましじる ちりめんじゃこ あぶら ながねぎ あまなつみかん 29.5 3.0

金 あまなつみかん とうふ

12 にんじんピラフ ぎゅうにゅう ベーコン ぎゅうにゅう ごはん あぶら にんじん パセリ とうもろこし 651 22.8

ししゃものカレーあげ ししゃも ハム バター マカロニ たまねぎ マッシュルーム

マカロニスープ ぶたにく でんぷん じゃがいも 23.1 2.9

月 かたぬきレアチーズ かたぬきレアチーズ こむぎこ

13 しょくパン ぎゅうにゅう しろいんげんまめ ぎゅうにゅう パン あぶら たまねぎ パセリ キャベツ 650 23.9

しろいんげんまめのクリームに いか　えび　ハム ベーコン マカロニ マーガリン にんじん マッシュルーム

ごまドレッシングサラダ とりにく チーズ じゃがいも こむぎこ きゅうり 32.7 2.9

火 だっしふんにゅう ごま

14 ハヤシライス ぎゅうにゅう ぶたにく ぎゅうにゅう ごはん マンナン たまねぎ キャベツ きゅうり 605 19.8

ちゅうかふうすのもの ベーコン あぶら ごま にんじん もやし にんにく

だっしふんにゅう マーガリン ごまあぶら トマトかん マッシュルーム 21.1 2.1

水 ハム こむぎこ さとう

15 むぎごはん ぎゅうにゅう とりにく ぎゅうにゅう ごはん でんぷん にんじん パセリ しょうが 687 23.0

ようふうかきたまじる ベーコン むぎ あぶら たまねぎ にんにく

チキンアドボ たまご じゃがいも きよみオレンジ 26.2 2.2

木 きよみオレンジ

16 くろパン ぎゅうにゅう まぐろ ぎゅうにゅう パン あぶら たまねぎ セロリ キャベツ 625 24.0

まぐろのチーズやき チーズ じゃがいも はくさい にんにく レタス

はくさいとセロリのスープ ベーコン バター きゅうり 32.7 2.6

金 フレンチサラダ ハム

19 わかめごはん ぎゅうにゅう ホキ ぎゅうにゅう ごはん パンこ しょうが にんじん だいこん 622 19.1

ホキのごまフライ ぶたにく こむぎこ あぶら ばんのうねぎ えのきたけ ごぼう

さわにわん わかめごはんのもと ごま 24.8 2.1

月

20 ごはん ぎゅうにゅう なまあげ ぎゅうにゅう ごはん あぶら にんじん しょうが きゅうり 696 22.6

ジャージャンどうふ ぶたにく ごまあぶら ごま キャベツ おうとうかんりんごかじゅう

ナムル ハム さとう ゼリーこ ながねぎ パインかん チンゲンサイ 26.6 1.6

火 フルーツゼリー たけのこ もやし ほししいたけ

21 ハニーレモントースト ぎゅうにゅう ひよこまめ ぎゅうにゅう パン じゃがいも きゅうり かぶ にんじん 597 22.7

ひよこまめのスープ ベーコン まぐろかん マーガリン あぶら たまねぎ こまつな キャベツ

ひじきサラダ とりにく はちみつ さとう レモンかじゅう 22.9 2.5

水 ひじき

22 げんまいごはん ぎゅうにゅう さば ぎゅうにゅう ごはん ごま しょうが はくさい こまつな 629 26.5

さばのしおやき とうふ げんまい なめこ ながねぎ

はくさいのごまあえ さとう 26.0 2.3

木 なめこじる

23 しょうゆラーメン ぎゅうにゅう ぶたにく ぎゅうにゅう ごま あぶら とうもろこし にら みかんかん 602 24.2

ホキのチリソース うずらたまご ヨーグルト ごまあぶら さとう にんじん ながねぎ パインかん

ヨーグルトポンチ わかめ でんぷん もやし にんにく おうとうかん 29.8 2.1

金 ホキ ちゅうかめん ほししいたけ しょうが バナナ

26 ごはん ぎゅうにゅう とりにく ぎゅうにゅう ごはん さとう にんじん キャベツ みしょうかん 608 12.8

しんじゃがいものにつけ あぶらあげ じゃがいも たけのこ ほししいたけ

キャベツのおかかあえ はなかつお こんにゃく さやえんどう もやし 20.9 1.7

月 みしょうかん あぶら

27 えびピラフ ぎゅうにゅう えび ぎゅうにゅう ごはん ごまあぶら たまねぎ にんじん トマトかん 610 18.6

にんじんじゃこサラダ ベーコン あぶら じゃがいも セロリ マッシュルーム

ミネストローネ ちりめんじゃこ バター オリーブゆ パセリ にんにく 25.9 2.4

火 ひよこまめ しらたき マカロニ

28 コッペパン ぎゅうにゅう さけ ぎゅうにゅう パン オリーブゆ しょうが キャベツ たまねぎ 605 29.0

さけのマヨネーズやき ぶたにく マヨネーズ ながねぎ にんじん にんにく

はるキャベツのスープ ベーコン カシューナッツ 31.9 2.5

水 カシューナッツ

30 スパゲッティミートソース ぎゅうにゅう ぶたにく ぎゅうにゅう あぶら さとう にんじん にんにく パセリ 602 22.2

こまつなのソテー チーズ スパゲッティ たまねぎ セロリ トマトかん

ヨーグルトケーキ ベーコン ホットケーキこ しょうが こまつな とうもろこし 23.3 2.4

金 ヨーグルト マッシュルーム

＊1年生は13日（火）から始まります。　　

＊材料などの都合により、献立を変更する場合がありますのでご了承ください。
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