
17 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 火 ちゅうかどん むぎはるまき ぶどう ○
ぶたにく いか とりがら
とりにく  ひじき チーズ
ぎゅうにゅう

しちぶまい むぎ ごまあぶら
さとう でんぷん あぶら
はるまきのかわ こむぎこ

にんじん たまねぎ たけのこ
キャベツ こまつな にんにく
しょうが ほししいたけ くだもの

3-2
6-1

5 水
なすのスパゲティーミートソース
さんしょくに あっさりやさい

○ ぶたにく だいず ぎゅうにゅう
スパゲッティ あぶら
じゃがいも
さとう バター ごまあぶら

たまねぎ パセリ にんにく
しょうが セロリ なす にんじん
ホールトマト コーン もやし
キャベツ チンゲンサイ

6 木
ガパオライス コンソメスープ
きりぼしだいこんのサッとに

○
とりにく たまご ベーコン
とりがら ぎゅうにゅう

しちぶまい あぶら さとう ごま
ごまあぶら

ピーマン あかピーマン たまねぎ
にんにく バジル キャベツ
にんじん パセリ
きりぼしだいこん きゅうり
もやし こまつな

3-1
6-2

7 金
しんしょうがごはん みそしる
さわらのしおこうじやき
ひじきのいためもの

○
こんぶ みそ けずりぶし
さわら ひじき とりにく
あぶらあげ ぎゅうにゅう

しちぶまい さとう あぶら
ごまあぶら

しょうが なす キャベツ こまつな
ながねぎ たまねぎ にんじん
にんにく

10 月
くろざとうパン トマトスープ
なすのグラタン わふうピクルス

○
ベーコン とりがら とりにく
スキムミルク ぎゅうにゅう
チーズ

パン あぶら こむぎこ バター
ドライパンこ さとう

たまねぎ キャベツ にんじん
いんげん マッシュルーム なす
ホールトマト セロリ にんにく
パセリ きゅうり
だいこん しょうが

11 火
あきのかおりごはん すましじる
ツナのあつやきたまご
とうがんのそぼろに むぎちゃ

とりにく とうふ もずく
けずりぶし たまご
ツナ ひじき

しちぶまい ごまあぶら さとう
さつまいも あぶら でんぷん

しめじ にんじん たけのこ
ながねぎ たまねぎ こまつな
とうがん しょうが ほししいたけ

1-2
5-1

12 水
てづくりコーンパン
あきやさいのポトフ
しろいんげんまめのあまに

○
ぎゅうにゅう たまご ベーコン
ぶたにく とりがら けずりぶし
しろいんげんまめ

こむぎこ さとう バター
マヨネーズ あぶら じゃがいも

コーン たまねぎ なす かぼちゃ
にんじん キャベツ こまつな
セロリ にんにく

1-1
5-2

13 木
ごはん すましじる
さけのちゃんちゃんやき にくじゃが

○
とうふ けずりぶし みそ
ぶたにく ぎゅうにゅう

しちぶまい あぶら でんぷん
さとう バター じゃがいも
むかごこんにゃく

ながねぎ にら キャベツ にんじ
ん にんにく たまねぎ こまつな
ほししいたけ

2-2
4-1

14 金
マーボーなすどん
ゴーヤーチャンプルー

○
ぶたにく みそ たまご とうふ
ぎゅうにゅう

しちぶまい むぎ あぶら さとう
でんぷん ごまあぶら

なす たまねぎ ながねぎ
たけのこ にんじん にら
ほししいたけ にんにく しょうが
にがうり しめじ

2-1
4-2

18 火
ごはん みだくさんじる
さばのみそに ひじきのにもの

○
ぶたにく なまあげ
けずりぶし さば みそ
ひじき ちくわ ぎゅうにゅう

しちぶまい あぶら こんにゃく
ごまあぶら さとう

にんじん ながねぎ だいこん
こまつな しょうが いんげん

19 水
けいはん いかのてりやき
まめじゃこ

○
とりにく たまご とりがら
のり いか だいず にぼし
ぎゅうにゅう

しちぶまい あぶら さとう
でんぷん ごま

にんじん ほししいたけ ながねぎ
しょうが

20 木

さつまいもごはん みそしる
さんまのかばやき
やきぶたカレーおんやさい 　なし
むぎちゃ

こんぶ もずく とうふ みそ
けずりぶし さんま やきぶた

しちぶまい さつまいも あぶら
ごま でんぷん こむぎこ さとう

ながねぎ こまつな えのきたけ
しょうが キャベツ もやし
にんじん くだもの

敬老
会食会

21 金
やきそばごもくあんかけ
こんさいとさつまあげのにもの
おつきみだんご

○
ぶたにく とりがら さつまあげ
けずりぶし とうふ
ぎゅうにゅう

ちゅうかめん ごまあぶら
でんぷん こんにゃく さとう
しらたまこ

にんじん もやし キャベツ
たまねぎ たけのこ こまつな
にんにく しょうが だいこん
ごぼう いんげん

２１日（金）
お月見だんご
今年は２４日が十五
夜です。

25 火
フレンチトースト とうふのそぼろに
ウィンナーのトマトに

○
たまご ぎゅうにゅう とうふ
とりにく とりがら けずりぶし
ウィンナー

パン さとう バター はるさめ
ごまあぶら でんぷん
じゃがいも あぶら

たまねぎ にんじん たけのこ
ほししいたけ にら しょうが
にんにく ホールトマト パセリ

26 水
ごまみそあんかけうどん
カレーソテー だいがくいも

○ ぶたにく みそ ぎゅうにゅう
なまうどん あぶら さとう ごま
でんぷん さつまいも みずあめ

もやし チンゲンサイ たまねぎ
にんじん ながねぎ キャベツ
こまつな コーン

27 木
まめまめおこわ わかたけじる
とりのてりやき
なつやさいのにくみそに

○

だいず あおだいず とうふ
なまわかめ けずりぶし
とりにく ぶたにく みそ
ぎゅうにゅう

しちぶまい もちごめ あぶら
ごま さとう でんぷん
じゃがいも ごまあぶら

ながねぎ たけのこ しょうが
たまねぎ にんじん いんげん
なす にんにく

28 金
かじょうどうふどん
こんにゃくのいためもの

○
ぶたにく なまあげ みそ
ひじき ちりめんじゃこ
ぎゅうにゅう

しちぶまい むぎ あぶら
さとう でんぷん ごまあぶら
むかごこんにゃく

たけのこ にんじん たまねぎ
キャベツ ほししいたけ
チンゲンサイ にんにく しょうが
ながねぎ こまつな ごぼう

《今月のめあて》

しょくじのマナーをまもろう！

平成30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。

１２日（水）
手作りコーンパン
給食室で２回発酵さ
せた手作りパンで
す。

　●月平均栄養価●
エネルギー　611ｋｃａｌ
たんぱく質　25.4ｇ
脂　　　肪　 19.8ｇ

２０日（木）
敬老招待会食会
２年生と一緒にランチ
ルームで会食しま
す。

６日（木）
ガパオライス
タイ料理です。バジ
ルは市内産を使いま
す。

家庭数


