
16 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）

1 金
チリライス
さつまいもとりんごのクリームに
あっさりやさい

○
きんときまめ ぶたにく
ベーコン ぎゅうにゅう

しちぶまい むぎ バター
あぶら さとう さつまいも
なまクリーム ごまあぶら

パセリ たまねぎ にんじん
マッシュルーム トマトジュース
りんご もやし キャベツ
チンゲンサイ

4-1
6-1

4 月
こくとうパン にくボールスープ
ふゆやさいのグラタン
ミルクコ－ヒー

ぶたにく とりにく ひじき
スキムミルク たまご チーズ
けずりぶし ぎゅうにゅう

パン でんぷん じゃがいも
あぶら さといも バター
こむぎこ なまクリーム さとう

たまねぎ にんじん キャベツ
コーン セロリ カリフラワー
ブロッコリー マッシュルーム

4-2
6-2

5 火

ごはん てっかみそ
みだくさんじる
きりぼしだいこんのたまごやき
もやしのいためもの

○
いりだいず みそ ぶたにく
けずりぶし たまご
ぎゅうにゅう

しちぶまい あぶら さとう ごま
さといも こんにゃく でんぷん
ごまあぶら

にんじん だいこん ながねぎ
こまつな きりぼしだいこん
しょうが こねぎ もやし はくさい

6 水
わふうスパゲティ
なかよしだいずサラダ
むらさきいもドーナツ

○
ぶたにく ベーコン だいず
ハム ぎゅうにゅう たまご

スパゲッティ あぶら バター
マヨネーズ さつまいも
こむぎこ さとう

たまねぎ にんじん ピーマン
キャベツ しめじ しょうが にんに
く れんこん こまつな レモン

7 木
ごもくごはん すましじる
いかのしちみやき
ふろふきだいこん ヨーグルト

こんぶ ひじき　とりにく
あぶらあげ　はんぺん
けずりぶし　いか　ぶたにく
みそ　ヨーグルト

しちぶまい さとう あぶら
ごまあぶら でんぷん ごま

にんじん ほししいたけ ごぼう
はくさい ながねぎ こまつな
だいこん たまねぎ しょうが

1-1
3-1

8 金
ふゆやさいのマーボーどうふどん
たまごスープ
きんときまめのあまに

○
とうふ ぶたにく  みそ たまご
けずりぶし きんときまめ
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

ながねぎ たけのこ にんじん
ほししいたけ れんこん だいこん
にら にんにく しょうが たまねぎ
キャベツ こまつな

11 月
コーンマヨネーズサンド
とりとかぶのホワイトシチュー
ツナとやさいのソテー

○
ベーコン チーズ とりにく
とりがら ぎゅうにゅう
スキムミルク ツナ

パン マヨネーズ じゃがいも
あぶら こむぎこ バター
なまクリーム ごまあぶら

コーン パセリ かぶ たまねぎ
にんじん セロリ ブロッコリー
キャベツ こまつな

1-2
3-2

12 火
ドライカレーライス
さんしょくに
ブロッコリーのオイスターいため

○
だいず ぶたにく
スキムミルク ちくわ
ぎゅうにゅう

しちぶまい むぎ バター あぶら
じゃがいも さとう ごまあぶら

たまねぎ にんじん ごぼう
にんにく コーン ブロッコリー
キャベツ

2-1
5-1

13 水
にくうどん
がんもどきとこんにゃくのにもの
さつまいもとチーズのつつみあげ

○
ぶたにく けずりぶし こんぶ
がんもどき ぎゅうにゅう
スキムミルク チーズ

なまうどん さとう こんにゃく
ぎゅうざのかわ さつまいも
こむぎこ あぶら

にんじん たまねぎ ながねぎ
こまつな ほししいたけ

14 木
たこめし かきたまじる
めかじきのゆずふうみやき
おんやさい ヨーグルト

たこ たまご とうふ
けずりぶし かじき
やきぶた ヨーグルト

しちぶまい あぶら でんぷん
さとう ごまあぶら

ほししいたけ たけのこ ながねぎ
こまつな にんじん ゆずかじゅう
はくさい もやし

2-2
5-2

15 金
ごはん さつまじる
つくねやきおろしソース
ひじきのにもの

ぶたにく みそ けずりぶし
とりにく いか ひじき
スキムミルク たまご ちくわ

しちぶまい あぶら さつまいも
こんにゃく さとう なまパンこ

ごぼう にんじん ながねぎ
はくさい こまつな しょうが
だいこん

18 月
スィートポテトサンド
ボルシチ ちゅうかおんやさい

○
スキムミルク ぎゅうにゅう
たまご ぶたにく とりがら

パン さつまいも バター さとう
こむぎこ あぶら じゃがいも
ごまあぶら

たまねぎ にんじん はくさい
だいこん セロリ ビートかん
マッシュルーム にんにく
キャベツ もやし こまつな

19 火
ごはん のっぺいじる
とりのうめふうみやき
うのはなひじき

○
とりにく とうふ けずりぶし
おから ひじき ぎゅうにゅう

しちぶまい あぶら さといも
こんにゃく でんぷん さとう
むかごこんにゃく

だいこん はくさい にんじん
ごぼう ながねぎ こまつな
ねりうめ たけのこ

20 水
ヤーコンごはん とんじる
ししゃものあまからあげ
おんやさい みかん

こんぶ とりにく ぶたにく とう
ふ みそ けずりぶし ししゃも

しちぶまい むぎ あぶら
ごまあぶら さといも こんにゃく
でんぷん こむぎこ さとう

ヤーコン だいこん にんじん
こまつな ながねぎ もやし
はくさい みかん

21 木
ほうとう やさいのそぼろに
まっちゃしらたまあずき

○
ぶたにく あぶらあげ みそ
けずりぶし とりにく とうふ
あずき ぎゅうにゅう

なまうどん さといも こんにゃく
さとう ごまあぶら でんぷん
しらたまこ

かぼちゃ だいこん はくさい
えのきたけ こまつな たけのこ
にんじん ごぼう
れんこん しょうが

22 金

とりとやさいのピラフ
ふゆやさいのポトフ
マドレーヌ
キャロブカスタードクリーム いちご

○
とりにく ぶたにく とりがら
たまご ぎゅうにゅう

しちぶまい むぎ あぶら
バター さといも こむぎこ さとう
でんぷん なまクリーム

たまねぎ にんじん コーン
パセリ はくさい だいこん
ブロッコリー セロリ にんにく
レモン いちご

２２日（金）
楽しい給食時間にな
るようなメニューにし
ました。

《今月のめあて》

じかんをまもってたべよう！
平成29年度 　　　    給食回数 武蔵野市立本宿小学校

日 曜 こ　ん　だ　て
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）
ランチルームコ　メ　ン　ト

※材料は全てを表示しているわけではありません。

月平均栄養価　エネルギー632ｋcal　 たんぱく質　27.6ℊ　脂肪21.3ℊ

☆お楽しみ給食☆彡
献立には載っていま
せんが、11月から12
月にかけて、デザー
トをプラスで１品出す
予定です。いつ、どん
なデザートが出るか
お楽しみです！

６日（水）
紫芋のドーナツ
新メニュー！！
市内関前四丁目の
桜井さんが育てた紫
芋を使ったドーナツで
す。

２１日（木）
ほうとう
山梨県の郷土料理で
す。かぼちゃが入っ
ているので、冬至（２
２日）に合わせていれ
ました。

　　☆お知らせ☆
本宿小学校ホーム
ページに毎日の給食
の写真が掲載されて
います。子どもたちと
の会話を広げるきっ
かけになればと思い
ます。どうぞ、ご覧く
ださい。


