
令和４年度 給食回数 1５回 　相模原市立桜台小学校

1 ごはん ぎゅうにゅう とうふ ぎゅうにゅう ごはん あぶら たまねぎ にんじん しょうが 679 20.2

しせんどうふ ぶたにく ハム ごまあぶら さとう にんにく チンゲンサイ もやし

ナムル あじつけにぼし でんぷん ごま きゅうり ねぎ 28.7 2.2

木 あじつけにぼし

2 コッペパン ぎゅうにゅう とりにく ぎゅうにゅう パン じゃがいも にんじん たまねぎ パセリ 606 19.6

ビーンズシチュー しろいんげんまめ　ハム あぶら マーガリン マッシュルーム キャベツ みかん

ブロッコリーとハムのソテー ベーコン チーズ こむぎこ ブロッコリー 26.3 2.4

金 みかん だっしふんにゅう

5 むぎごはん ぎゅうにゅう ちくわ ぎゅうにゅう ごはん むぎ だいこん にんじん きゅうり 624 15.5

おでん おきあみボール　こんぶ さといも さとう キャベツ しょうが

キャベツときゅうりのあさづけ うずらたまご  なっとう こんにゃく 26.2 3.0

月 なっとう

6 ふゆやさいのカレーライス ぎゅうにゅう とりにく ぎゅうにゅう ごはん さといも にんじん ごぼう れんこん 673 19.4

ほうれんそうとコーンのソテー ベーコン とうにゅう あぶら こむぎこ たまねぎ しめじ しょうが

みかん マーガリン はちみつ ほうれんそう とうもろこし みかん 19.4 2.4

火

7 アーモンドトースト ぎゅうにゅう きす ぎゅうにゅう パン マーガリン にんじん たまねぎ パセリ 655 31.3

きすのからあげ たまご ベーコン アーモンド さとう

ようふうかきたまじる こむぎこ でんぷん 26.4 2.6

水 あぶら じゃがいも

8 ごまごはん ぎゅうにゅう さけ ぎゅうにゅう ごはん むぎ しょうが ねぎ にんじん 619 22.1

さけのホイルやき とりにく わかめ ごま マヨネーズ たけのこ こまつな

わかめじる とうふ 30.3 2.6

木

9 ほうれんそうのクリームスパゲッティ とりにく ぎゅうにゅう スパゲッティ あぶら にんじん たまねぎ とうもろこし 607 24.2

ポテトミートグラタン ぎゅうにゅう ベーコン とうにゅう マーガリン こむぎこ マッシュルーム ほうれんそう パセリ

みかんゼリー ぶたにく チーズ じゃがいも ゼリーふんまつ みかんかじゅう 23.5 1.8

金

12 にんじんチャーハン ぎゅうにゅう ハム ぎゅうにゅう ごはん ごまあぶら にんじん こまつな ねぎ 622 21.1

ホキのカシューナッツあえ ぶたにく ホキ じょうしんこ あぶら しょうが ピーマン もやし

もやしスープ さとう でんぷん たけのこ にら しいたけ 28.6 2.8

月 カシューナッツ

13 ごはん ぎゅうにゅう とりにく ぎゅうにゅう ごはん さといも しょうが えのき にんじん 660 16.7

さといものそぼろに うずらたまご  ゆば あぶら さとう さがみグリーン みかん

すましじる かまぼこ はなかつお でんぷん ごま 26.3 2.7

火 みかん　おかかとじゃこのふりかけ ちりめんじゃこ

14 タンメン 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 639 26.4

はたはたのカレーあげ はたはた とうにゅう ごま　でんぷん　こむぎこ キャベツ にら にんにく

さつまいもむしパン うずらたまご さとう　ミックスこ しょうが 26.1 2.5

水 ミックスナッツ ミックスナッツ  さつまいも

15 ソフトフランスパン ぎゅうにゅう だいず ぎゅうにゅう パン でんぷん ねぎ しょうが はくさい 677 24.6

スパイシービーンズ ぶたにく とうふ あぶら パンこ にんじん しいたけ みかん

はくさいとにくだんごのスープ たまご ヨーグルト はるさめ パイン バナナ 29.1 2.5

木 ヨーグルトポンチ

16 にくみそひじきどん ぎゅうにゅう ぶたにく ぎゅうにゅう ごはん あぶら たまねぎ にんじん しょうが 609 15.4

もやしのおかかあえ ひじき さつまあげ さとう でんぷん もやし こまつな だいこん

たぬきじる あぶらあげ はなかつお こんにゃく ごぼう えのき ねぎ 23.1 2.8

金
19 ツナコーンドック ぎゅうにゅう ツナ ぎゅうにゅう パン じゃがいも とうもろこし たまねぎ パセリ 621 27.3

カレースープ ぶたにく ベーコン マヨネーズ あぶら にんじん キャベツ

さつまいもチップス でんぷん さつまいも 21.0 2.6

月
20 あぶらあげのまぜごはん ぎゅうにゅう とりにく ぎゅうにゅう ごはん もちごめ にんじん きりぼしだいこん 618 23.0

ぶりのゆうあんやき ぶり あぶらあげ ごまあぶら さとう しょうが かぶ ねぎ

みそしる とうふ わかめ ごま ゆずかじゅう 28.2 2.6

火
21 617 20.4

19.3 2.4

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。

＊栄養価は、中学年の量のものです。（セレクトの日は、平均量になります。） エネルギー
kcal

 たんぱく質　　ｇ 脂質　ｇ 食塩　ｇ

637 25.5 21.8 2.5

＜今月の平均提供栄養量＞
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からだのちょうしをととのえる

☆★おたのしみ給食★☆
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