
令和４年度 給食回数 19回 相模原市立桜台小学校
ひにち エネルギー

ｋｃａｌ
脂質
ｇ

1 だいこんごはん ぎゅうにゅう あぶらあげ ぎゅうにゅう ごはん むぎ だいこん にんじん ねぎ 697 26.9
さばのごまみそやき さば とりにく あぶら さとう こまつな えのき みかん

すましじる とうふ ごまあぶら ごま 28.1 2.9
火 みかん
2 げんまいパン ぎゅうにゅう しろいんげんまめ ぎゅうにゅう パン さつまいも キャベツ たまねぎ にんじん 684 27.3

キャラメルポテト ベーコン ぶたにく さぶら さとう にんにく パセリ

キャベツとまめのスープ チーズ バター オリーブオイル 22.6 2.6
水 かたぬきチーズ
7 ちゅうかふうたきこみごはんぎゅうにゅう ぶたにく ぎゅうにゅう ごはん むぎ たけのこ にんじん しいたけ 604 23.5

もやしとぶたにくのいために とりにく とうふ ごまあぶら でんぷん しょうが ねぎ もやし

ちゅうかスープ たまご ミックスナッツ たまねぎ こまつな きくらげ 27.8 2.7
月 ミックスナッツ
8 コッペパン ぎゅうにゅう とりにく ぎゅうにゅう パン さといも にんじん たまねぎ しめじ 652 27.3

さといものみそクリームシチュー ベーコン とうにゅう あぶら マーガリン キャベツ きゅうり かき

ごまドレッシングサラダ チーズ ツナ こむぎこ ごま 23.7 2.7
火 かき
9 むぎごはん ぎゅうにゅう こおりどうふ ぎゅうにゅう ごはん むぎ にんじん だいこん しいたけ 601 17.3

こおりどうふのこはくあげ たまご いか こむぎこ でんぷん

いかにんじん ほたて あぶら　さとう　やきふ 20.0 2.4
水 こづゆ さといも しらたき

10 フレンチトースト ぎゅうにゅう たまご ぎゅうにゅう パン さとう たまねぎ にんじん トマト 648 20.8
だいずととりにくのトマトに とりにく ベーコン マカロニ あぶら にんにく パセリ みかん

みかん だいず 29.7 2.7
木
11 マーボーだいずどん ぎゅうにゅう だいず ぎゅうにゅう ごはん あぶら きくらげ にんにく にら 664 16.8

たまごとこまつなのスープ ぶたにく とりにく さとう でんぷん ねぎ こまつな えのき

あんにんどうふ あんにんかんてん たまご ごまあぶら にんじん パイン りんご 26.1 1.7
金 もも りんごかじゅう

14 とりごぼうピラフ ぎゅうにゅう とりにく ぎゅうにゅう ごはん あぶら ごのう にんじん グリンピース 609 21.3
れんこんのマヨネーズいため ハム ぶたにく バター マヨネーズ れんこん こまつな にんにく

はくさいとぶたにくのスープ カシューナッツ はくさい しいたけ 23.8 2.9
月 こぶくろカシューナッツ
15 にこみうどん ぎゅうにゅう ぶたにく ぎゅうにゅう うどん でんぷん にんじん だいこん こまつな 607 19.3

ししゃものからあげ あぶらあげ ししゃも あぶら こむぎこ ねぎ りんご

いしがきだんご とうにゅう さとう さつまいも 22.3 2.2
火 りんごかん
16 くろパン ぎゅうにゅう あじ ぎゅうにゅう パン こむぎこ しょうが かぶ たまねぎ 643 26.7

あじのごまフライ たまご ベーコン ごま パンこ にんじん

かぶとベーコンのスープ ヨーグルト 29.5 2.9
水 ヨーグルト
17 ごはん ぎゅうにゅう たまご ぎゅうにゅう ごはん さとう たまねぎ にんじん こまつな 615 20.3

ちぐさたまご とりにく ひじき あぶら さといも だいこん ねぎ ほうれんそう

けんちんじる ぶたにく とうふ こんにゃく アーモンド ごぼう 26.6 2.2
木 じゃことアーモンドのかりかりふりかけ ちりめんじゃこ

18 せきはん ぎゅうにゅう あずき ぎゅうにゅう ごはん もちごめ たまねぎ しょうが にんじん 616 16.9
はなさきシューマイ ぶたにく たまご ごま　パンこ でんぷん こまつな ゆずかじゅう

かきたまじる とうふ さとう しゅうまいのかわ 23.4 2.1
金 ゆずみつゼリー ゼリーふんまつ はちみつ

21 ソフトフランスパン ぎゅうにゅう えび ぎゅうにゅう パン でんぷん にんじん たまねぎ マッシュルーム 651 21.7
こえびとナッツのからあげ ぶたにく ハム カシューナッツ あぶら とうもろこし パセリ

マカロニスープ マカロニ じゃがいも 25.5 2.7
月 いちごジャム いちごジャム

22 さがみなごはん ぎゅうにゅう まぐろ ぎゅうにゅう ごはん むぎ さがみな にんじん チンゲンサイ 654 21.2
あげまぐろのごしきに だいず とうふ あぶら でんぷん だいこん ねぎ

みそしる わかめ あぶらあげ さつまいも さとう 29.2 2.6
火
24 かてめし ぎゅうにゅう あぶらあげ ぎゅうにゅう ごはん さとう にんじん ごぼう しいたけ 610 18.5

ほっけのしおやき たまご ほっけ あぶら さといも しょうが だいこん ねぎ

いもにじる ぶたにく こんにゃく 26.4 2.1
木
25 ごはん ぎゅうにゅう さけ ぎゅうにゅう ごはん じゃがいも たまねぎ キャベツ とうもろこし 616 12.4

さけのチャンチャンやき ぶたにく バター ごぼう にんじん えのき

さわにわん だいこん ねぎ みかん 28.9 2.2
金 みかん
28 きなこトースト ぎゅうにゅう きなこ ぎゅうにゅう パン マーガリン にんじん たまねぎ キャベツ 612 26.2

こまつなのソテー ウインナー ベーコン さとう じゃがいも セロリ とうもろこし パセリ

ポトフ ハム あぶら こまつな もやし 22.2 3.0
月
29 チャンポン ぎゅうにゅう ぶたにく ぎゅうにゅう ちゅうかめん ごまあぶら もやし にんじん ねぎ 619 24.5

はるまき えび かまぼこ はるまきのかわ でんぷん にら　 はくさい しょうが

ヨーグルトポンチ うずらたまぎ ヨーグルト こむぎこ あぶら きくらげ たけのこ しいたけ 28.7 2.1
火 みかん　　パイン　　ぶどう　　バナナ

30 ぶたどん ぎゅうにゅう ぶたにく ぎゅうにゅう ごはん しらたき たまねぎ にんじん だいこん 644 17.2
いももち さけ とうふ あぶら さとう ねぎ こまつな

いしかりじる じゃがいも バター 25.2 2.5
水

＊材料等の都合により、献立を変更する場合がありますのでご了承ください。
エネルギー

kcal
たんぱく質

ｇ
脂質
ｇ

食塩
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＊栄養価は、中学年の量のものです。 634 25.8 21.4 2.5

からだのちょうしをととのえる

おもなざいりょうとはたらき
けつえき・きんにく・ほねになる

たんぱく質
ｇ

食塩相当量
ｇ

11月 きゅうしょくこんだてひょう

あかのたべもの きいろのたべもの
ようび

みどりのたべものこんだて
エネルギーになる

わしょくのひきゅうしょく☆

さがみはらだいす
き

ふくしまけん☆

かながわけん☆

ながさきけん☆

ほっかいどう☆


