
あかのなかま きいろのなかま みどりのなかま 行事
血や肉になる 熱や力の元になる 体の調子を整える LR（ﾗﾝﾁﾙｰﾑ）

牛乳　ぶたにく　えび こめ　もちごめ　あぶら しいたけ　にんじん　たけのこ

ツナ　わかめ　とりにく さとう　ごま グリンピース　もやし

とうふ こまつな　たまねぎ

牛乳　ぶたにく　いか ちゅうかめん　あぶら にんじん　たまねぎ　たけのこ　しいたけ

えび　うずらたまご さとう　でんぷん きゃべつ　しょうが　にんにく　こまつな　きゅうり

しらたまこ　ごま　こむぎこ コーン　バナナ　みかん　パイン　もも

牛乳　ぶたにく　とうふ こめ　ぱんこ　あぶら たまねぎ　にんじん　こまつな

たまご　ちりめん　のり でんぷん　さとう きゃべつ　もやし　ごぼう
みそ こんにゃく　じゃがいも だいこん　ながねぎ

牛乳　 パン　あぶら　さつまいも きゃべつ　たまねぎ

フランクフルト さとう　バター かぶ　かぶのは B時程
ベーコン アーモンド コーン

牛乳　とりにく　ベーコン こめ　あぶら トマトジュース　にんじん

さかな　チーズ はるまきのかわ　こむぎこ たまねぎ　ピーマン　エリンギ

じゃがいも　スパゲッティ セロリー　トマト

牛乳　とりにく　アガー こめ　むぎ　あぶら しょうが　にんじん　たけのこ　きゃべつ

れんにゅう　なまクリーム さつまいも　さとう たまねぎ　グリーンピース　こまつな

ごま もやし　みかん　パイン

牛乳　わかめ こめ　ごま　さとう ながねぎ　しょうが　にんじん　

さかな じゃがいも　あぶら きゅうり　たまねぎ　コーン

みそ　とうふ 　えのきたけ　かぶ　レモン

牛乳　ぶたにく こめ　むぎ　あぶら にんじん　たまねぎ　きのこ

いんげんまめ　ツナ こむぎこ　バター にんにく　きゃべつ

ヨーグルト さとう もやし　きゅうり

牛乳　いか パン　バター　はちみつ たまねぎ　しょうが　はくさい

ぶたにく　たまご ぱんこ　でんぷん　はるさめ にんじん　ながねぎ　こまつな B時程
じゃがいも　あぶら　さとう きゃべつ　きゅうり　コーン

牛乳　とりにく　たまご　のり こめ　むぎ しいたけ　にんじん　たまねぎ

かんてん　しらす　とうふ さとう こまつな　きゃべつ　ながねぎ　

あぶらあげ　わかめ　みそ なめこ　もやし

牛乳　さけ　 スパゲティ　あぶら　こむぎこ こまつな　たまねぎ　マッシュルーム

生クリーム　たまご バター　さとう にんじん　コーン　きゃべつ

アーモンド もやし　きゅうり　ばなな

牛乳　えび　とりにく こめ　バター　あぶら にんじん　たまねぎ　エリンギ

なまクリーム　だいず こむぎこ　さとう きゃべつ　きゅうり　コーン

バナナ　パイン　もも　ぶどう

牛乳　さば こめ　むぎ　さとう こまつな　きゃべつ　もやし

あぶらあげ ごま　じゃがいも　でんぷん にんじん　だいこん　

ごぼう　ながねぎ

牛乳　いんげん　ぶたにく パン　じゃがいも　あぶら にんじん　たまねぎ　セロリー

たまご　ベーコン　 こむぎこ　ぱんこ　 コーン　きゃべつ　だいこん

ひよこまめ　チーズ バター　マカロニ にんにく　パセリ

牛乳　ぶたにく　みそ こめ　むぎ　さとう しょうが　にんにく　こまつな　にんじん

とりにく　とうふ　たまご ごま　あぶら　 もやし　たまねぎ　たけのこ

でんぷん　 きゃべつ　きゅうり　レモンじる

牛乳　まめあじ　ぶたにく こめ　むぎ　こむぎこ ながねぎ　きゃべつ　きゅうり

とうふ　みそ あぶら　さとう　じゃがいも もやし　にんじん　しょうが

こんにゃく　 ごぼう　だいこん

牛乳　ぶたにく ちゅうかめん　あぶら　ごま ながねぎ　しょうが　にんにく　

みそ ぎょうざのかわ　でんぷん　こむぎこ もやし　たまねぎ　にんじん

ピーナッツ　アーモンド　さとう にら　きゃべつ　きゅうり

牛乳　とうふ　とりにく こめ　むぎ　さとう にんじん　ながねぎ　しいたけ

だいず　たまご　 あぶら　でんぷん グリーンピース　きゃべつ　もやし

わかめ　みそ じゃがいも こまつな　だいこん　たまねぎ

  足立区立足立入谷小学校

6 金
中華ちまき
ツナと青菜のサラダ
わかめスープ

子どもの日メニューです。
ちまきは、竹の皮に包まれ
ています。

５月献立表
令和４年度　

給食目標 身なりをきちんとしよう

9 月
あんかけ焼きそば
胡麻コーンサラダ
フルーツ白玉

具沢山のあんかけがかかっ
た麺です。

実施日 こんだてめい 一言メモ

2 月 全校遠足　※給食はありません

10 火
ごはん
豆腐ハンバーグ
刻みのり和え　豚汁

ハンバーグに豆腐が入って
いるのでさっぱりとした味
です。

11 水
ホットドッグ
春野菜スープ
キャラメルポテト

季節の野菜が入ったスープ
です。

12 木
チキンライス
魚とチーズの包み揚げ
パスタスープ

はるまきの皮で具を包みパ
リパリに揚げました。

13 金
ご飯
鶏肉とさつま芋のうま煮
ごま和え　杏仁豆腐

フルーツ入りの杏仁豆腐で
す。

16 月
わかめご飯
さかなのねぎ味噌焼き
ミックスサラダ すまし汁

かぶは5月が旬のやさいで
す。旬の野菜は栄養がたっ
ぷりです。

17 火
ハヤシライス
ツナサラダ
ヨーグルト

人気メニューのハヤシライ
スです。

18 水
ハニートースト
いか団子スープ
ボイルミックスサラダ

いかのすり身を使ったお団
子のスープです。

19 木
親子丼
しらす和え
なめこ汁

鶏肉とたまごで作っている
ので親子丼です。

20 金
鮭クリームスパゲティ
コーンサラダ
バナナッツケーキ

バナナとナッツが入った
ケーキです。

23 月
えびクリームライス
ビーンズサラダ
フルーツポンチ

えびクリームライスは足立
区で人気のメニューです。

25 水
まるパン
ビーンズコロッケ
コーンのソテー　ABCスープ

豆を多く使ったコロッケで
す。

24 火
麦ごはん
サバの塩焼き
ごま和え　じゃがもち汁

ごま和えにすると野菜も食
べやすいですよ！

30 月
みそラーメン
ジャンボ餃子
ナッツサラダ

みんなが大好きなラーメン
です。

27 金
ご飯
豆アジの南蛮漬け
しょうが和え　みそ汁

南蛮漬けは骨ごと食べれる
さかなを使っています。

26 木
窯焼きビビンバ
中華たまごスープ
レモン和え

ビビンバにはごはんにあう
ピリ辛だれをかけます。

※１　食材の納品の都合により多少変更する場合があります。

※２　果物は旬のものを使用します。

★太字は季節のメニューやイベントメニューになります。

ゆかり和えは足立入谷小学
校で人気のメニューです。

31 火
ごはん
擬製豆腐のくずあん
ゆかり和え　みそ汁


