
17 回 武蔵野市立第五小学校

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）

1 金
ハヤシライス
ボイルやさい
くだもの

○ ぶたにく　ぎゅうにゅう
だいず

七分米　押し麦　あぶら
こむぎこ　バター　さとう

たまねぎ　にんじん
マッシュルーム　グリーンピース
セロリー　キャベツ
グリーンアスパラ　くだもの

7 木
ごはん　みそしる
あぶらあげのコロッケ
だいこんのきんぴら

○
とりひきにく　ひじき
あぶらあげ　とうふ
ぎゅうにゅう

七分米　じゃがいも　あぶら
いとこんにゃく　さとう　ごま

たまねぎ　にんじん　だいこん
さやいんげん　えのきたけ
ながねぎ　こまつな

8 金
ちゅうかちまき
はるさめちゅうかみそスープ
はっぽうさい　くだもの

○
ぶたひきにく　とうふ　とりにく
いか　うずらたまご　だいず
ぎゅうにゅう

もち米　あぶら　はるさめ
さとう　かたくりこ

ほししいたけ　たけのこ　にんじん
ながねぎ　もやし　にら　たまねぎ
はくさい　こまつな　くだもの

11 月
あわごはん　のりのつくだに
みだくさんじる　さけのさいきょうやき
とりじゃが

ヨ
ー

グ

ル

ト

のり　さけ　とりにく
こうやどうふ　ヨーグルト

七分米　もちあわ　さとう
じゃがいも　いとこんにゃく
あぶら　かたくりこ　こんにゃく

たまねぎ　にんじん セロリー
グリーンピース　だいこん
こまつな　ながねぎ

12 火
はなまきにくみそ　スーラータン
まめまめパラダイス　くだもの

○
ぎゅうにゅう　ぶたひきにく
とりにく　たまご　あおだいず
だいず　ぎゅうにゅう

こむぎこ　さとう　あぶら
かたくりこ

ほししいたけ　にんじん
たけのこ　にら　ながねぎ
はくさい　たまねぎ　パプリカ
くだもの

13 水
とりそぼろごはん　わかたけじる
ごもくひじきに　そらまめ

○
とりひきにく　だいず　たまご
とうふ　わかめ　ひじき
あぶらあげ　ぎゅうにゅう

七分米　米粒麦　さとう
あぶら　こんにゃく

たまねぎ　にんじん
グリーンピース　たけのこ
ながねぎ　さやえんどう　そらまめ

14 木
きつねうどん
もやしとくるまふのいためもの
きなことおからのスコーン

○ あぶらあげ　たまご　きなこ
ぎゅうにゅう　おから

うどん　さとう　おふ　あぶら
こむぎこ　バター

にんじん　ながねぎ
ほうれんそう　もやし
グリーンアスパラ　あかピーマン

15 金
ごはん　みそしる
とうふとひきにくのにこみ
まめじゃこ

○

とうふ　こうやどうふ
ぶたひきにく　あぶらあげ
わかめ　だいず　かえりにぼし
ぎゅうにゅう

七分米　じゃがいも　あぶら
さとう　ラーゆ　こむぎこ
こんにゃく　ごま

たけのこ　にんじん　ながねぎ
こまつな　きりぼしだいこん

18 月
ごはん　ニラたまじる
ししゃもといかのなんばんづけ
きりぼしだいこんに

○ たまご　とうふ　ししゃも
いか　ツナ　ぎゅうにゅう

七分米　かたくりこ　こむぎこ
あぶら　さとう

ながねぎ　にら　かんぴょう
にんじん　きりぼしだいこん

19 火
スパゲティナポリタン
しんやさいのスープに
ふすまいりドーナツ

○
ウィンナー　ベーコン
きんときまめ　ぶたにく
たまご　ぎゅうにゅう

スパゲッティ　あぶら　バター
じゃがいも　こむぎこ　さとう

たまねぎ　マッシュルーム
ピーマン　ホールトマト　にんじん
キャベツ　セロリー

20 水
ひじきチャーハン　とりささみスープ
むぎはるまき
くだもの

○
ひじき　ぶたにく　たまご
とりひきにく　ピザチーズ
ささみ　ぎゅうにゅう

七分米　米粒麦　押し麦
さとう　あぶら
はるまきのかわ
かたくりこ

にんじん　たまねぎ　ながねぎ
グリーンピース　のざわな
たけのこ　マッシュルーム
だいこん　ほししいたけ　にら
くだもの

21 木

てづくりおかずパン(ｺｰﾝ･ﾂﾅ)
たっぷりやさいのチャウダー
チリビーンズ
ヨーグルトのいちごソースかけ

○

たまご　ツナ　とりにく
きんときまめ　だいず
ぶたひきにく　ヨーグルト
ぎゅうにゅう

こむぎこ　さとう　バター
あぶら　マヨネーズ

ホールコーン　たまねぎ
キャベツ　にんじん　ほうれんそう
マッシュルーム　ホールトマト
トマトジュース　いちご
レモン（果汁）

22 金
ビビンバ
トックスープ
くだもの

○ ぶたひきにく　だいず
とりにく　ぎゅうにゅう

七分米　押し麦　さとう
あぶら　ごま　しらたまこ

だいずもやし　ほうれんそう
にんじん　キャベツ　ながねぎ
にら　くだもの

26 火

ゆかりごはん
かきたまじる
さばのみそに　とさに

み

か

ん

ジ

ュ
ー

ス

たまご　とうふ　わかめ　さば
おかか　ちりめんじゃこ

七分米　押し麦　かたくりこ
さとう　あぶら　すりゴマ

ゆかり　かんぴょう　ながねぎ
たけのこ　こまつな　キャベツ
にんじん　みかんジュース

27 水
こまつないりナン　キーマカレー
ブイヤベース
もやしとコーンのソテー　くだもの

○
たまご　ぶたひきにく　だいず
いか　えび　ベーコン
ぎゅうにゅう

こむぎこ　バター　さとう
あぶら　じゃがいも

こまつな たまねぎ　にんじん
さやいんげん　ホールトマト
もやし　ホールコーン　くだもの

28 木
タコライス　ビーフンスープ
ごぼうのカリパリ

○
ぶたひきにく　チーズ
かえりにぼし　とうふ
ぎゅうにゅう

七分米　米粒麦　あぶら
さとう　かたくりこ　ごま
ビーフン

たまねぎ　キャベツ　ホールトマト
レモン（果汁）　ごぼう　はくさい
にんじん　ほうれんそう

29 金
グリンピースごはん　みそしる
ぶたにくのアスパラまき
きりぼしだいこんのナムル

○ とうふ　ぶたにく
ぎゅうにゅう

米　きざみふ　さとう　あぶら
すりゴマ　ごま

グリンピース　にら　ながねぎ
グリーンアスパラ　にんじん
きりぼしだいこん　キャベツ
こまつな

２９日（金）
　　　　グリンピースごはん
生のグリンピースを昆布
だしで炊き込みます。生
のグリンピースが出回る
のはこの時期だけ。青豆
の香りは初夏の味です。

じかんをまもってたべよう！
平成27年度     　　　   給食回数

日 曜 こんだて
牛
乳

ひとこと

今月の平均（中学年）　エネルギー614kcal　タンパク質25.7g　脂質19.2g

１３日（水）　そらまめ
空豆は今が旬の野菜で
す。空にむかってさやが
つくので空豆といいます。
むきたての空豆を塩ゆで
にして出します。

つ  か  う  も  の   （材料）

風薫る５月、緑がみずみ
ずしく輝くさわやかな季節
になりました。
給食では、地場の農家か
ら届けられた春野菜をたく
さん使います。

２２日（金）
　　　　　　トックスープ
「トック」は韓国料理の一
つで、もち米ではなくうる
ち米で作った餅のことで
す。
給食室で作ったトックを
スープにします。

8日（金）　中華ちまき
端午の節句にちなんで、
ちまきを作ります。もち米
を竹の皮で包んで蒸すの
で、竹の皮のよい香りがし
ます。

月 額   低学年（１・２）年  ４，５００円 

       中学年（３・４）年  ４，７００円 
       高学年（５・６）年  ４，８００円 

 ４・５月分については、２か月分引き落としになりますので、５月１５日（金）までに 

通帳残額をお確かめのうえ、ご入金ください。 
 以後、毎月１５日に引き落としになりますので、前日までにお忘れなく納入くださる 
ようお願いします。 

給食費について ゆうちょ銀行振替えについて 


