
18 回

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
あげパン（きなこ） やさいスープ
スペインふうオムレツ
もやしときゅうりのおんサラダ

○
きなこ とりにく たまご
ベーコン ぎゅうにゅう

パン あぶら さとう じゃがいも
ごまあぶら

キャベツ たまねぎ にんじん
だいこん こまつな セロリ
にんにく ピーマン トマト
もやし きゅうり

6 金
タコライス やさいスープ
こんにゃくオランダに

○ ぶたにく チーズ  ぎゅうにゅう
しちぶまい むぎ あぶら さとう
じゃがいも こんにゃく
ごまあぶら

たまねぎ キャベツ ホールトマト
レモン にんじん だいこん
こまつな

9 月
パン イタリアンスープ
スパイシーチキン ホットサラダ

○
ベーコン とりがら とりにく
ヨーグルト ぎゅうにゅう

パン マカロニ あぶら
じゃがいも マヨネーズ

たまねぎ にんじん キャベツ
こまつな マッシュルーム セロリ
にんにく しょうが レモン コーン
グリーンアスパラ

10 火
ごはん もずくじる とうふナゲット
みそいため ヨーグルト

たまご もずく
とうふ とりにく ヨーグルト

しちぶまい でんぷん
やまといも あぶら さとう
ごまあぶら

ながねぎ ほししいたけ にんじん
ごぼう キャベツ たまねぎ
きくらげ　しょうが

1-1
6-1

11 水
わふうスープスパゲティー
ウィンナーとキャベツのソテー
きんときまめのあまに

○
ベーコン ぶたにく ウィンナー
きんときまめ ぎゅうにゅう

スパゲッティ あぶら さとう
たまねぎ にんじん こまつな
しめじ にんにく しょうが もやし
キャベツ

12 木
にくみそライス わかたけじる
やさいソテー ○

ぶたにく  なまわかめ
ベーコン ぎゅうにゅう

しちぶまい むぎ あぶら
ごまあぶら さとう でんぷん

パセリ ほししいたけ たけのこ
たまねぎ ながねぎ にんじん
しょうが もやし
キャベツ こまつな

1-2
6-2

13 金
グリーンピースごはん みそしる
さけのムニエル きりぼしだいこんに

○
こんぶ たまご
あぶらあげ ぎゅうにゅう

しちぶまい あぶら こむぎこ
バター さとう

グリーンピース たまねぎ
こまつな ながねぎ
きりぼしだいこん にんじん

16 月
パン　 トマトスープ
チーズコロッケ キャベツソテー

○
とりにく とりがら ぶたにく
チーズ たまご ぎゅうにゅう

パン あぶら じゃがいも
こむぎこ なまパンこ
ドライパンこ

たまねぎ キャベツ にんじん
ホールトマト　セロリ にんにく

2-1
5-1

17 火
ごはん みそしる あじのねぎソース
じゃがいものそぼろに

○
あぶらあげ あじ
ぶたにく ぎゅうにゅう

しちぶまい でんぷん あぶら
ごま さとう ごまあぶら
じゃがいも

だいこん ながねぎ たまねぎ
にんじん いんげん しょうが

2-2
5-2

18 水
スタミナどん わふうスープ
うどとあぶらあげのにもの

○
ぶたにく
あぶらあげ ぎゅうにゅう

しちぶまい むぎ あぶら
むかごこんにゃく さとう
じゃがいも

ながねぎ たまねぎ にんじん
ほししいたけ にんにく しょうが
キャベツ こまつな うど

19 木
ごもくごはん みそしる
とりのしおこうじやき アスパラソテー ○

こんぶ ひじき とりにく
あぶらあげ とうふ ベーコン
ぎゅうにゅう

しちぶまい さとう あぶら
ごまあぶら

にんじん ほししいたけ ごぼう
ながねぎ こまつな えのきたけ
グリーンアスパラ キャベツ
たまねぎ

3-1
4-1

20 金
ジャージャーメン
そらまめのしおゆで
やさいソテー

○
ぶたにく だいず ベーコン
ぎゅうにゅう

ちゅうかめん あぶら さとう
でんぷん ごまあぶら

ほししいたけ たけのこ にんじん
ながねぎ しょうが そらまめ
もやし キャベツ こまつな

3-2
4-2

23 月
フィッシュバーガー ABCスープ
キャベツソテー

○
メルルーサ たまご とりにく
ぎゅうにゅう

パン こむぎこ ドライパンこ
なまパンこ あぶら じゃがいも
マカロニ

キャベツ たまねぎ にんじん
コーン セロリ にんにく

24 火
カラフルとりどん ビーフンスープ
ひじきのいためもの

○
とりにく たまご あおだいず
ベーコン ひじき ぶたにく
ぎゅうにゅう

しちぶまい むぎ あぶら
でんぷん ごまあぶら
さとう ビーフン

たまねぎ こまつな にんじん
もやし ながねぎ にんにく

25 水
いためうどん にしょくしらたまあずき
たまごとぶたにくのいためもの

○
ぶたにく ちくわ とうふ あずき
たまご ぎゅうにゅう

なまうどん ごまあぶら
しらたまこ さとう
べにこうじ あぶら

にんじん もやし にら しょうが
にんにく こまつな

26 木
だいずごはん わかめスープ
いかのチリソース やさいいため

○
だいず なまわかめ とうふ
いか ぶたにく ぎゅうにゅう

しちぶまい もちごめ あぶら
ごま ごまあぶら
でんぷん さとう

ながねぎ にんにく たまねぎ
しょうが キャベツ にんじん
こまつな

27 金

カレーライス
キャベツとたくあんのソテー
ボイルやさい わふうドレッシング
カクテルフルーツ

○
ぶたにく スキムミルク
ぎゅうにゅう

しちぶまい むぎ あぶら
じゃがいも さとう こむぎこ
バター

たまねぎ にんじん にんにく
しょうが りんご れんこん
マンゴーチャツネ キャベツ
グリーンアスパラ もやし

31 火 にこにこべんとうきゅうしょく ○
なまわかめ とりにく
ぎゅうにゅう

しちぶまい むぎ あぶら
ごまあぶら じゃがいも

ねりうめ ながねぎ
グリーンアスパラ ミニトマト
きよみオレンジ

コ　メ　ン　ト

《今月のめあて》

てあらいとせいけつにこころがけよう！
平成28年度　　   　　　   給食回数 武蔵野市立本宿小学校

日

月平均栄養価　　エネルギー：622Kcal　たんぱく質：26.9ｇ　　脂肪：21.4ｇ

曜 こ　ん　だ　て
牛
乳

１３日（金）
グリーンピース
ごはん
１年生がさやをむいて
くれたグリーンピース
を使います。旬の味
を楽しみに、そして１
年生に感謝していた
だきましょう。

２０日（金）
そらまめのしおゆで
２年生がさやをむいて
くれた空豆を給食室
で塩ゆでにします。２
年生にありがとうの気
持ちを込めて、残さず
食べましょう。

３１日（火）
にこにこべんとう
きゅうしょく
給食室で作る、お弁
当給食です。

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）
ランチルーム
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