
19 回 武蔵野市立桜野小学校

体をつくる（あか） 力や熱となる（き） 体の調子をととのえる（みどり）

2 月
ぶたキムチどん　　ワンタンスープ
もやしのナムル

○
ぶたにく　　とりにく
わかめ　　じゃこ
ぎゅうにゅう

しちぶまい　　むぎ　　あぶら
さとう　　ごまあぶら
かたくりこ　　ワンタンのカワ

キムチ　　たまねぎ　　にんじん
にら　　ながねぎ　　たけのこ
はくさい　　もやし

3 火
☆いわしのかばやきどん　　すましじ
る
あげボールカレーに

○
いわし　　ぎゅうにゅう
あげボール

しちぶまい　　むぎ　　あぶら
かたくりこ　　こむぎこ　　さとう

ながねぎ　　にんじん
だいこん　　いんげん

4 水
しょくパン　　やさいスープ
ハンバーグトマトソースかけ
コーンソテー

○
とりがら　　ぶたにく　　だい
ず　 　たまご  おから
ぎゅうにゅう

しょくパン　　あぶら
キャベツ　　にんじん
こまつな　　コーン　　たまねぎ
ほうれんそう

5 木
ふりかけごはん　　かきたまじる
さけのうめこさん
とりとこんさいのにもの

かえりにぼし　　かつおぶし
あおのり　　たまご　　さけ
ピザチ－ズ　　とりにく

しちぶまい　　むぎ　　さとう
あぶら　　かたくりこ
マヨネーズ　　いとこんにゃく
さといも　　ごまあぶら

にんじん　　はくさい　　ながねぎ
チンゲンサイ　　たまねぎ
ねりうめ　　ごぼう
ほししいたけ　　いんげん

6 金
コーンライスホワイトソースかけ
ボイルやさい

○
えび　　とりにく　スキムミル
ク
ぎゅうにゅう　　なまクリーム

しちぶまい　　あぶら　こむぎ
こ
バター　　こんにゃく

コーン　　たまねぎ
にんじん　　もやし　　キャベツ

9 月
ツナライス 　　ミネストロ－ネス－プ
いかのおうごんやき

○
ツナ　　とりにく　　ぶたにく
とりがら　　いか　　たまご
ぎゅうにゅう

しちぶまい　　バター　　あぶら
アルファベットパスタ
じゃがいも　　マヨネーズ

たまねぎ　　にんじん
キャベツ　　ホールトマト
トマトジュース

10 火
タンタンうどん
あつあげどうふのにもの
しろいんげんまめりんごのあまに

○
ぶたにく　　なまあげ
とりにく　　しろいんげんまめ
ぎゅうにゅう　　だいず

うどん　　ごまあぶら　　ゴマ
あぶら　　さとう　　かたくりこ

もやし　　たまねぎ　　にんじん
こまつな　　たけのこ
だいこん　　りんご

12 木
トンファン　　ちゅうかスープ
☆やきぎょうざ

○
ぶたにく　　かまぼこ
もずく　　ぎゅうにゅう

しちぶまい　　むぎ　　さとう
ごまあぶら　　あぶら
ぎょうざのかわ

もやし　　にんじん　　ながねぎ
にら　　キャベツ
ほししいたけ

13 金
ごはん　　すましじる
みそカツフライ　　おからに

○
とうふ　　わかめ　　とりにく
たまご　　おから
ぎゅうにゅう  あぶらあげ

しちぶまい　　こむぎこ
ぱんこ　　あぶら
さとう　　ねりゴマ

ながねぎ　　たけのこ　　ごぼう
にんじん　　こまつな

16 月
たきこみおこわ　　おふのすましじる
さばのたつたあげ　　しのだに

とりにく　　さば　　あぶらあげ

しちぶまい　　もちごめ　　おふ
ごまあぶら　　さとう　　あぶら
かたくりこ　　じゃがいも
いとこんにゃく

にんじん　　ごぼう　　ほうれんそ
う
ながねぎ　　ほししいたけ
たまねぎ　　こまつな

17 火 カレーライス　　ボイルやさい ○
ぶたにく　　とりがら
ぎゅうにゅう

しちぶまい　　むぎ　じゃがい
も
あぶら　　さとう　　こむぎこ
バター　　こんにゃく

たまねぎ　　にんじん　　りんご
キャベツ　　こまつな　　コーン

18 水
おやこどん　　 ふゆやさいのスープ
さといものにもの

○
とりにく　　たまご　　とうふ
わかめ　ぎゅうにゅう

しちぶまい　　さとう
ごまあぶら　　さといも

たまねぎ　　こまつな　　はくさい
にんじん　ごぼう

19 木
サケのクリームスパゲティー
ツナとやさいのソテー

○
さけ　　なまクリーム　　ツナ
スキムミルク　　ぎゅうにゅう

スパゲッティー　　あぶら
バター　　こむぎこ
ごまあぶら

たまねぎ　　にんじん
ほうれんそう　　もやし
こまつな

20 金
ごはん　　まめっこつくね
わふうスープ　　カレーソテー

○
とりにく　　だいず
スキムミルク　　ぶたにく
ぎゅうにゅう

しちぶまい　　マヨネーズ
かたくりこ　　あぶら
じゃがいも

たまねぎ　　にんじん　　コーン
だいこん　　ながねぎ　　キャベツ
ほうれんそう

23 月
フレンチト－スト
はくさいのミルクスープ
ぶたにくとブロッコリーのいためもの

○
たまご　　ぎゅうにゅう
スキムミルク　　とりがら
ぶたにく　　とりにく

しょくパン　　さとう　　バター
こむぎこ　　ツイストマカロニ
あぶら　　かたくりこ

はくさい　　たまねぎ　　にんじん
ほうれんそう　　ピーマン
ブロッコリー　　コーン

24 火
☆なのはなごはん　　こんさいじる
ししゃものさざれやき
かぼちゃのそぼろに

たまご　　とうふ
ししゃも　　とりにく

しちぶまい　　あぶら　　さとう
ごまあぶら　　こんにゃく
マヨネーズ　　ぱんこ

にんじん　　のざわな　　ながね
ぎ
だいこん　　こまつな
たまねぎ　　かぼちゃ

25 水
ホットつけめんごまだれ
いかのてんぷら
ぶたにくとやさいのねぎしおいため

○
ぶたにく　　あぶらあげ
いか　　たまご　　ぎゅうにゅ
う

ちゅうかめん　　あぶら
ごまあぶら　　ゴマ　　さとう
こむぎこ

もやし　　たけのこ　　にんじん
にら　　ながねぎ　　れんこん
 ごぼう

26 木

じゃこごはん　　あぶらあげのみそし
る
にくだんごのもちごめむし
やさいのきんぴら

じゃこ　　あぶらあげ
ぶたにく　　たまご　　とりにく
スキムミルク　　だいず

しちぶまい　　むぎ　かたくりこ
ごまあぶら　　さとう　　もちご
め
いとこんにゃく　　あぶら

だいこん　　にんじん
こまつな　　たまねぎ　　れんこん
ごぼう

27 金
ごはん　　☆うどのミートローフ
わふうスープ　　さつまいもミルクに

○
とりにく　だいず
ぶたにく 　ぎゅうにゅう

しちぶまい　　ぱんこ　　さとう
かたくりこ　　じゃがいも
さつまいも　　バター

うど　　たまねぎ　　にんじん
キャベツ

今月の平均栄養価　エネルギー612.5ｋｃａｌ　たんぱく質26.3ｇ　脂質20.4ｇ　

○・・・牛乳　

《今月のめあて》

なんでもたべて、じょうぶなからだををつくろう
平成26年度2月   　　　   給食回数

日 曜 こ　ん　だ　て

☆3日
　　節分メニュー
 節分にいわしを飾
るのは、いわしの臭
みで鬼が近付かな
いようにという意味
があります。

☆27日
うどのミートローフ
　武蔵野市の特産
のうどを使ったミート
ローフです。市内の
櫻井さんが作ってい
るうどです。

☆24日菜の花ごは
ん
　野沢菜と炒り卵で
菜の花を表現しま
す。春を感じる献立
です。

☆12日焼き餃子
　国産の皮を使った
手作り餃子です。

牛
乳

献立は都合により変更される事もあります。

つ  か  う  も  の   （材料）
コ　メ　ン　ト
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