
１　月 平成30年度

今月のめあて

給食回数　１６　回

血や肉になる
（あか）

力や熱になる
（き）

からだの調子を整える
（みどり）

9 水 ハヤシライス　ボイルやさい
わふうドレッシング

○
レバーソーセージ　ぶたにく
ぎゅうにゅう

七分米　こめつぶむぎ
あぶら　こむぎここんにゃく
さとう　　バター ドレッシング

たまねぎ　にんじん　こまつな
セロリー　トマトピューレ　もやし
はくさい　 マッシュルーム

10 木

ごもくうどん　きゃべつのとさに
しろいんげんまめとしゅんぎく
のパンケーキ
みかん

○

ぶたにく　ベーコン　ぶたがら
かつおぶし　えび　チーズ
しろいんげんまめ　たまご
おから ぎゅうにゅう

うどん　あぶら　さとう
でんぷん　ごま　バター
こむぎこ

たけのこ　はくさい　にんじん
こまつな　ながねぎ　にんにく
しょうが　キャベツ　たまねぎ
しゅんぎく　みかん

11 金
とりごぼうピラフ
やさいたっぷりスープ
いかのチリソース

○
ひじき　とりにく　あぶらあげ
ベーコン　だしけずり　こんぶ
いか　ぎゅうにゅう

七分米　あぶら　さとう
じゃがいも　こむぎこ
ごまあぶら　でんぷん

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

15 火 ごはん　みそしる　ふりかけ
ししゃもやき　しのだに　みかん

○

ぶたにく　なまあげ　わかめ
みそ　だしけずり　こんぶ
おから　ちりめんじゃこ
ひじき　かつおぶし
あおのり ししゃも
あぶらあげ　ぎゅうにゅう

こんにゃく　さとう　ごま
あぶら　じゃがいも　しらたき

きりぼしだいこん　こまつな
たまねぎ　グリーンピース
ほししいたけ　にんじん　みかん

16 水

にくもりうどん（うどん・つけじる）
ゆでやさい(かて)
ちくわのカレーあげ
きんときまめに

○
ぶたにく　だしけずり　ちくわ
きんときまめ　ぎゅうにゅう

うどん　さとう　こむぎこ
あぶら

もやし　しょうが　ながねぎ
だいこん　こまつな　にんじん

17 木

セルフサンド
（コッペパン・コリコリのぐ）
はくさいのミルクスープ
ジャーマンポテト　りんご

○
ぶたにく　だいず　みそ
とりにく　ぎゅうにゅう
とりがら　ベーコン

パン　あぶら　でんぷん
じゃがいも

ごぼう　たまねぎ　にんじん
はくさい　ほうれんそう　パセリ
りんご

18 金 トマトライスミートソースかけ
するめのおんサラダ　りんご

○
レバーソーセージ　ぶたにく
だいず　いか　ぎゅうにゅう

あぶら　さとう　こむぎこ
ごまあぶら

たまねぎ　にんじん　にんにく
マッシュルーム　グリーンピース
トマトジュース　もやし　キャベツ
だいこん　こまつな　りんご

21 月 ごはん　のっぺいじる
いわしのさんがやき　ひじきに

ヨ
とうふ　とりにく　だしけずり
こんぶ　ぶたにく ひじき
みそ あぶらあげ　ヨーグルト

こんにゃく　あぶら　でんぷん
パンこ　さとう　ごま

だいこん　にんじん　ごぼう
ながねぎ しそは　しょうが
グリーンピース

22 火

みそつけめん
（ちゅうかめん・つけじる）
ぶたのかくに
ほうれんそうのごまびたし

○
みそ　ぶたがら　とりがら
ぶたにく　だしけずり
ぎゅうにゅう

むしちゅうかめん　ごまあぶら
ごま　バター　さとう　あぶら
しろすりごま

キャベツ　もやし　たけのこ
にんじん ホールコーン　ながねぎ
にんにく　しょうが　ほうれんそう

23 水

かしわおれパン　さっぱりスープ
たっぷりやさいのやきメンチ
ちゅうのうソース
もやしとほうれんそうのソテー
みかん

○
ベーコン　だしけずり　こんぶ
ぶたにく　だいず　おから
ちりめんじゃこ　ぎゅうにゅう

パン　でんぷん　パンこ
あぶら さとう　ごまあぶら

キャベツ　たまねぎ　にんじん
セロリー　もやし　ほうれんそう
みかん

24 木
にんにくライス
ふゆやさいのポトフ
とうふときのこのキッシュ いちご

○
ベーコン　とりがら　たまご
とうふ　ハム　チーズ
なまクリーム　ぎゅうにゅう

七分米　こめつぶむぎ
じゃがいも　バター
ぎょうざのかわ　あぶら

にんにく　にんじん　パセリ
たまねぎ　はくさい　ブロッコリー
セロリー　しめじ　マッシュルーム
ほうれんそう　いちご

25 金
タコライス
（ごはん・にく・キャベツ・ソース）
もずくスープ　クーブイリチー

○
ぶたにく　だいず　もずく
とうふ　だしけずり　こんぶ
ぎゅうにゅう

あぶら　さとう
たまねぎ　キャベツ　ホールトマト
レモン　こまつな　ほししいたけ
にんじん

28 月
ごはん　みそしる
のりのつくだに　さけのしおやき
にびたし　ヨーグルト

ヨ
みそ　だしけずり　こんぶ
のり　さけ　あぶらあげ
ヨーグルト

さといも　ごまあぶら
さとう　あぶら

だいこん　ながねぎ　にんじん
ごぼう　はくさい　こまつな

29 火
ながさきちゃんぽん
チーズスコーン
コーンいりやさいソテー　みかん

○
ぶたにく　とりがら
ぎゅうにゅう　チーズ
ベーコン　ちりめんじゃこ

うどん　あぶら　こむぎこ
バター さとう　ごまあぶら
でんぷん

もやし　キャベツ　ながねぎ
にんじん　にんにく　しょうが
こまつな　ホールコーン　みかん

30 水
きなこあげパン
にくボールスープに
ふゆやさいのラタトゥイユ りんご

○
きなこ　ぶたにく
ぎゅうにゅう こんぶ
ベーコン だしけずり

パン　あぶら　しろすりごま
さとう　でんぷん　じゃがいも

たまねぎ　こまつな　にんじん
キャベツ　ごぼう　ながねぎ
だいこん　ホールトマト　はくさい
にんにく　トマトピューレ　りんご

31 木
チキンカレ－ライス
キャベツとふくじんづけのソテー
ボイルやさい ちゅうかドレッシング

○
とりにく　だいず
ぎゅうにゅう

七分米　こめつぶむぎ
あぶら こむぎこ　バター
こんにゃく　ドレッシング

たまねぎ　にんじん　キャベツ
にんにく　しょうが　セロリー
りんご トマトジュース
マッシュルーム 　こまつな
ふくじんづけ もやし

月平均栄養価　　エネルギー   645kcal　　たんぱく質   26.5g　　脂質   21.8g

　　　　　　　武蔵野市立学校給食北町調理場

　予　　定　　献　　立　　表　

作り方・その他

　たのしく　たべよう　　

牛
乳

つ　　か　　う　　も　　の　　（材料）

牛乳らんー　○…牛乳　ヨ…ヨーグルト　　　都合により材料が変更することがあります

日 曜 こ　ん　だ　て　名

★明けまして
　　おめでとう
　　　 ございます★

☆リクエスト献立☆
６年生からもう一度食べ
たい給食のリクエストを
いただきました。
２５日・・・タコライス
３０日・・・きなこ揚げパ
ン
３１日・・・チキンカレー
２月,３月にも登場します
のでお楽しみに！

10日（木）白インゲン豆
と春菊のパンケーキ
　旬の春菊をみじん切り
にパンケーキに入れて
食べやすくして焼きまし
た。

15日（火）ふりかけ
　調理場の手作りふりか
けです。
　おからを良く乾煎りし、
ちりめんじゃこ、ひじき、
青のりなどを混ぜて調
味します。

23日(水)　たっぷり野菜
の焼きメンチ
  本来は揚物のメンチカ
ツを焼きます。油の量が
減るので、ヘルシーに仕
上がります。


