
19 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）

4 月
マーボーどうふどん
はるさめといんげんのソテー
プチトマト

○
とうふ ぶたにく とりにく
ぎゅうにゅう

しちぶまい おしむぎ
ごまあぶら さとう かたくりこ
はるさめ

ながねぎ たけのこ にんじん
にんにく しょうが いんげん
もやし ミニトマト

5 火
ごはん すましじる
いわしのつくねやき
なすとぶたにくのみそいため

○
こんぶ いわし ぶたにく
たまご ぎゅうにゅう

しちぶまい パンこ
あぶら さとう

にんじん きりぼしだいこん
ほうれんそう しょうが たまねぎ
なす ピーマン

6 水
ピザパン ポトフ
キャベツツナソテー

○
ピザチ－ズ ベーコン
ウインナー ぶたにく
ツナ ぎゅうにゅう

しょくパン じゃがいも
あぶら

たまねぎ マッシュルーム
ピーマン にんじん セロリ
にんにく キャベツ

7 木

ごはん まめとんじる
ぶりのてりやき
なまあげとだいこんのそぼろに
きょほう

○
ぶたにく だいず
ぶり なまあげ とりひきにく
ぎゅうにゅう

しちぶまい じゃがいも
こんにゃく あぶら さとう
ごまあぶら かたくりこ

かんぴょう ながねぎ だいこん
たまねぎ にんじん こまつな
きょほう

8 金
タンタンうどん
こんにゃくのうまに
じゃがいもソテー

○
ぶたにく ベーコン
ぎゅうにゅう

うどん ごまあぶら
ゴマペ－スト いりごま
あぶら こんにゃく
さとう じゃがいも

もやし たまねぎ にんにく
しょうが いんげん にんじん
ピーマン

11 月
トンファン
はるさめのス－プ
とうふのうまに

○
こんぶ ぶたにく かまぼこ
なまあげ とりにく
ぎゅうにゅう

しちぶまい こめつぶむぎ
さとう はるさめ ごまあぶら
じゃがいも あぶら

キャベツ にら にんじん
たけのこ たまねぎ ピーマン
にんにく しょうが

12 火
スパゲッティ－ミートソース
キャベツとこまつなのソテー
もちもちチーズパン

ミ
ぶたにく だいず じゃこ
ぎゅうにゅう チーズ

スパゲッティー オリーブあぶら
あぶら さとう しらたまこ
こむぎこ

たまねぎ にんじん ピーマン
にんにく しょうが セロリ パセリ
ホールトマト キャベツ
こまつな みかんジュース

13 水
ココアロ－ル ビーンズスープ
めかじきのからあげ
せんぎりじゃがいもいため

○
ベーコン しろいんげんまめ
こんぶ めかじき ぶたにく
ぎゅうにゅう

ココアロール あぶら かたくりこ
オリーブあぶら じゃがいも
さとう

たまねぎ にんじん セロリ
にんにく ホールトマト ねぎ
パセリ ピーマン

14 木
むぎごはん みそしる
とりてばにこみ
にびたし

○
なまわかめ とりにく
あぶらあげ ぎゅうにゅう

しちぶまい こめつぶむぎ
じゃがいも さとう かたくりこ

ながねぎ しょうが キャベツ
ほうれんそう

15 金
ロコモコどん
コーンソテー
きょほう

○
ぶたにく だいず たまご
スキムミルク ぎゅうにゅう

しちぶまい こめつぶむぎ
あぶら こむぎこ バター

キャベツ たまねぎ コーン
ほうれんそう にんじん
きょほう

19 火
ごはん たまごととうふのすましじる
とりのあまからやき
きんぴらごぼう

○
たまご とうふ とりにく
ぶたにく ぎゅうにゅう

しちぶまい さとう かたくりこ
いとこんにゃく あぶら
いりごま

たまねぎ ながねぎ ほうれんそう
にんじん しょうが ごぼう
れんこん

20 水
まるパン やきメンチカツ
やさいスープ
フライドポテト

○

ぶたにく だいず ひじき
たまご スキムミルク
とりにく あおのり
ぎゅうにゅう

まるパン パンこ こむぎこ
あぶら じゃがいも

たまねぎ にんじん キャベツ

21 木
くりごはん すましじる
さんまのしおやき
しのだに

○
こんぶ わかめ さんま
あぶらあげ とりにく
ぎゅうにゅう

しちぶまい こめつぶむぎ
くり さとう じゃがいも
いとこんにゃく あぶら

きりぼしだいこん ながねぎ
ほうれんそう だいこん たまねぎ
ほししいたけ ほんしめじ
にんじん いんげん

22 金
スタミナどん
わふうキャベツ
きんときまめのあまに

○
ぶたにく かつおぶし
きんときまめ ぎゅうにゅう

しちぶまい こめつぶむぎ
いとこんにゃく さとう あぶら

ながねぎ たまねぎ にんにく
ほししいたけ キャベツ
カラーピーマン

25 月
ごはん ふりかけ みそしる
さけのてりやき
ちくぜんに

○
ひじき さけ とりにく
ちくわ ぎゅうにゅう

しちぶまい ごまあぶら さとう
いりごま おふ あぶら

ゆかり ねりうめ かぶ にんじん
ほうれんそう たけのこ れんこん
だいこん ほししいたけ
いんげん

26 火
じゃこごはん みそしる
むさしのやさいととりさんのであい
こんにゃくおかかに

○
じゃこ あぶらあげ
とりにく かつおぶし
ぎゅうにゅう

しちぶまい こめつぶむぎ
こむぎこ あぶら じゃがいも
さとう いとこんにゃく

しょうが たまねぎ チンゲンサイ
にんにく にんじん いんげん
だいこん

27 水
カレーライス
ボイルやさい

○
ぶたにく だいず
ぎゅうにゅう

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

にんじん れんこん ごぼう
ほんしめじ にんにく しょうが
りんご キャベツ こまつな もやし

28 木

しょくパン てづくりリンゴジャム
コーンクリームスープ
ぶたにくのバ－ベキュ－ソ－ス
ベジダブルソテ－

ヨ
とりにく ぎゅうにゅう
なまクリーム ぶたにく
ヨーグルト

しょくパン さとう あぶら
こむぎこ バター

りんご レモン クリームコーン
たまねぎ セロリ にんじん
にんにく ピーマン キャベツ
もやし

29 金
ガパオライス
スープ
なし

○
たまご だいず とりにく
ベーコン ぎゅうにゅう

しちぶまい こめつぶむぎ
あぶら さとう

ピーマン たまねぎ にんにく
バジル にんじん キャベツ
だいこん もやし セロリ なし

献立（食材）は都合により一部変更される事もあります。

《今月のめあて》

味わって食べよう
平成29年度9月   　　　   給食回数

日 曜 こ　ん　だ　て
牛
乳

武蔵野市立桜野小学校

つ  か  う  も  の   （材料）
コ　メ　ン　ト

2学期の給食が始
まります。

毎食しっかり食べて
元気に過ごしましょう。

さんまは、骨つきでお
出しします。
骨のとり方のコツがわ

かれば、さんまをより
おいしく食べられます。
箸の使い方も上達しま
す。みんなで楽しくお
いしく魚を食べましょう。

☆21日さんまの塩焼き

秋の味覚の代表的
な魚といえば、さんま
です。良質のたんぱく
質やビタミンが豊富で
す。

☆28日手作りりんご
ジャム

農薬をできる限り使
わずに育てたりんごを
直接届けてもらい、給
食室でジャムを作りま
す。ほのかな甘酸っぱ
さがおいしいジャムを、
パンにつけて食べま
す。

☆12日もちもちチーズ
パン

白玉粉を使って作るの
でもちもちした食感で
す。

☆26日むさしのやさい
と鶏さんの出会い

給食では地場野菜も
使っています。とり肉
の唐揚げと地場野菜
を甘辛のあんでから
めたおかずです。

平均栄養価

エネルギー 633 kcal ・たんぱく質 27.7 g ・脂質 21.1 g

○・・・牛乳 ヨ・・・ヨーグルト ミ・・・みかんジュース

!


