
令和４年度 給食回数 20回 相模原市立桜台小学校

1 しょくパン ぎゅうにゅう ぶたにく ぎゅうにゅう パン じゃがいも レタス キャベツ にんじん 650 23.3

ポテトドック ベーコン ドックこ あぶら パセリ

やさいスープ りんごジャム 21.1 2.7

木 りんごジャム

2 うちまめごはん ぎゅうにゅう うちまめ ぎゅうにゅう ごはん でんぷん しょうが こまつな にんじん 643 21.1

とりにくとさつまいものあまからあえ ちりめんじゃこ とりにく さつまいも さとう えのき

すましじる うずらたまご とうふ 28.6 2.8

金
5 ツナピラフ ぎゅうにゅう ツナ ぎゅうにゅう ごはん あぶら にんじん たまねぎ マッシュルーム 612 22.4

ごぼうのソテー ベーコン ぶたにく バター パセリ ごぼう にんにく

レタスとぶたにくのスープ かたぬきレアチーズ レタス しいたけ 22.3 2.7

月 かたぬきレアチーズ

6 ごはん ぎゅうにゅう すずき ぎゅうにゅう ごはん マヨネーズ しょうが ねぎ きゅうり 700 23.6

すずきのマヨネーズやき とうふ わかめ ごま ねりごま にんじん たまねぎ

きゅうりのごまあえ さとう じゃがいも 29.9 2.4

火 みそしる

7 アーモンドトースト ぎゅうにゅう ぶたにく ぎゅうにゅう パン ソフトマーガリン にんじん たまねぎ キャベツ 657 28.4

ポトフ ベーコン アーモンド さとう セロリ とうもろこし パセリ

フルーツあえ あぶら じゃがいも みかん パイン もも 22.6 2.4

水 レモンゼリー みかんかじゅう

8 きくのはなうどん ぎゅうにゅう ぶたにく ぎゅうにゅう うどん こむぎこ にんじん こまつな ねぎ 686 27.9

ししゃものいそべあげ あぶらあげ ししゃも あぶら さとう えのき だいこん きく

みたらしだんご あおのり でんぷん ミックスナッツ 25.9 2.5

木 ミックスナッツ しらたまだんご

9 しせんどうふどん 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 611 15.2

キャベツのちゅうかスープ ぶたにく とりにく ごまあぶら さとう にんにく チンゲンサイ キャベツ

なし でんぷん ねぎ えのき なし 24.2 2.2

金
12 にんじんごはん ぎゅうにゅう ちりめんじゃこ ぎゅうにゅう ごはん あぶら にんじん れんこん ごぼう 604 17.6

いりどり とりにく うずらたまご じゃがいも ごまあぶら たけのこ しいたけ こまつな

わかめじる わかめ とうふ さとう しょうが 23.7 2.8

月
13 ソフトフランスパン ぎゅうにゅう ベーコン ぎゅうにゅう パン じゃがいも にんじん たまねぎ パセリ 658 21.2

さけのシチュー さけ とうにゅう あぶら ソフトマーガリン マッシュルーム キャベツ とうもろこし

キャベツとコーンのソテー こむぎこ みかん 27.8 2.6

火 みかん

14 ごもくごはん ぎゅうにゅう とりにく ぎゅうにゅう ごはん むぎ にんじん ごぼう しいたけ 619 20.4

きすのからあげ あぶらあげ きす さとう あぶら ねぎ とうもろこし こまつな

どさんこじる ぶたにく とうふ こむぎこ でんぷん 25.9 2.5

水 わかめ じゃがいも バター

15 コーンみそラーメン ぎゅうにゅう ぶたにく ぎゅうにゅう ちゅうかめん あぶら とうもろこし もやし にんじん 637 20.2

ちゅうかポテト ヨーグルト ごま さつまいも ねぎ にら にんにく

ヨーグルトポンチ さとう みずあめ しょうが みかん パイン 19.3 2.4

木 もも バナナ

16 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 617 16.9

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

なし ごまあぶら にんじん なし 26.0 1.7

金
20 タコライス ぎゅうにゅう だいず ぎゅうにゅう ごはん むぎ たまねぎ にんにく ズッキーニ 618 17.6

とうがんスープ ぶたにく チーズ あぶら さとう トマト とうがん にんじん

れいとうみかん とりにく でんぷん チンゲンサイ えのき ねぎ 26.2 1.9

火 れいとうみかん

21 ガーリックトースト ぎゅうにゅう えび ぎゅうにゅう パン バター にんにく パセリ にんじん 620 24.5

マカロニのクリームに いか とりにく じゃがいも マカロニ たまねぎ マッシュルーム メロン

メロン ベーコン とうにゅう あぶら ソフトマーガリン 25.9 2.4

水 こむぎこ

22 カレーピラフ ぎゅうにゅう ぶたにく ぎゅうにゅう ごはん あぶら にんじん たまねぎ とうもろこし 613 20.3

きびなごフライ きびなご バター こむぎこ もやし ねぎ たけのこ

もやしスープ パンこ でんぷん にら しいたけ 23.2 2.8

木
26 ちゅうかふうそぼろどん ぎゅうにゅう ぶたにく ぎゅうにゅう ごはん ごまあぶら たまねぎ にんじん たけのこ 690 23.6

ホキのカシューナッツあえ だいず ホキ でんぷん カシューナッツ しいたけ しょうが ピーマン

サムゲタンふうスープ とりにく あぶら さとう ねぎ にんにく だいこん 30.5 2.4

月 ごぼう えのき

27 スパゲッティナポリタン ぎゅうにゅう ぶたにく ぎゅうにゅう スパゲッティ あぶら たまねぎ にんじん ピーマン 639 26.5

もやしのソテー ベーコン ハム さつまいも さとう しょうが にんにく セロリ

スイートポテトケーキ バター こむぎこ マッシュルーム トマト もやし 23.2 2.6

火 こぶくろアーモンド アーモンド

28 あきのかおりごはん ぎゅうにゅう あぶらあげ ぎゅうにゅう ごはん むぎ にんじん しいたけ ごぼう 598 19.5

あじのたつたあげ あじ ぶたにく くり さとう しょうが えのき だいこん

さわにわん でんぷん あぶら ねぎ 24.4 2.6

水
29 スライスコッペパン ぎゅうにゅう レンズまめ ぎゅうにゅう パン オリーブオイル たまねぎ トマト にんにく 629 20.3

レンズまめのカレートマトに たまご ベーコン じゃがいも でんぷん パセリ にんじん みかん

ようふうかきたまじる パイン もも 23.4 2.9

木 フルーツあえ

30 ごはん ぎゅうにゅう さば ぎゅうにゅう ごはん さとう しょうが たけのこ とうがん 690 22.5

さばのみそに とりにく とうふ でんぷん にんじん こまつな ねぎ

よしのじる しいたけ みかん 25.1 2.3

金 みかん

＊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
ｇ

＊栄養価は、中学年の量のものです。 640 25.0 21.7 2.5

＜今月の平均提供栄養量＞

からだのちょうしをととのえる

エネルギー
ｋｃａｌ

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

脂質
ｇ

食塩相当量
ｇ

9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

ひにち

ようび
みどりのたべものこんだて

エネルギーになる

☆ちょうようのせっく

きゅうしょく


