
16 回

体をつくる（あか） エネルギーとなる（き） 体の調子を整える（みどり）

9 水
スタミナどん
ワンタンスープ
あおなとじゃこのソテー りんご

○ ぶたにく とりにく こんぶ
じゃこ 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
ワンタン ごまあぶら

ながねぎ たまねぎ にら
にんにく しょうが にんじん
はくさい もやし こまつな
キャベツ りんご ほししいたけ

10 木
トマトライス やさいスープ
ささみのパンコやき
ベーコンとこまつなのソテー

○
ベーコン とりにく とりがら
ささみ ぎゅうにゅう

しちぶまい こめつぶむぎ
あぶら じゃがいも マヨネーズ
ぱんこ さとう

たまねぎ にんじん キャベツ
こまつな マッシュルーム もやし

11 金
ごはん ひじきのうめふりかけ
だんごいりぞうに
まつかぜやき みかん

○
ひじき ぶたにく かまぼこ
とりにく とうふ みそ
 ぎゅうにゅう

しちぶまい ごまあぶら さとう
ごま だまこもち ぱんこ あぶら

ゆかり ねりうめ だいこん
にんじん こまつな ながねぎ
たまねぎ みかん

15 火
ハヤシライス ホットサラダ
わふうドレッシング りんご

○
ぶたにく とりがら
ぎゅうにゅう

しちぶまい こめつぶむぎ
あぶら さとう こむぎこ
バター じゃがいも

たまねぎ にんじん　りんご
マッシュルーム セロリ
ブロッコリー ホールコーン

16 水
にくもりうどん  かてやさい
ちくわのいそべあげ
みかん

○
ぶたにく ちくわ あおのり
ぎゅうにゅう

うどん さとう あぶら こむぎこ
もやし こまつな にんじん
だいこん ながねぎ
しょうが みかん

17 木
サーモンピラフ
ミネストロ－ネス－プ
ほうんれんそうとハムのホワイトソース

○
さけ ベーコン とりがら ハム
ぎゅうにゅう なまクリーム

しちぶまい こめつぶむぎ
あぶら こむぎこ　じゃがいも
アルファベットパスタ  バター

たまねぎ にんじん キャベツ
セロリ にんにく カットトマト
トマトジュース ほうれんそう
マッシュルーム ホールコーン

18 金
ごはん のりのつくだに みそしる
くろはんぺんのフライソースかけ
にくじゃが

ヨ
のり とうふ わかめ みそ
くろはんぺん ぶたにく
ヨーグルト

しちぶまい さとう こむぎこ
ぱんこ あぶら じゃがいも
いとこんにゃく かたくりこ

きりぼしだいこん こまつな
ながねぎ たまねぎ にんじん
いんげん ほししいたけ

21 月
 にくみそライス
ちゅうかソテー
かぼちゃのあまに

○
ぶたにく みそ とりがら
とりにく ぎゅうにゅう

しちぶまい こめつぶむぎ
ごまあぶら さとう かたくりこ
あぶら

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 にら かぼちゃ

22 火
セルフサンド(コッペパン・ウィンナー)
はくさいのとうにゅうミルクスープ
コーンソテー

○
ウィンナー ベーコン
ぎゅうにゅう とうにゅう
とりがら

コッペパン あぶら
じゃがいも こむぎこ バター

キャベツ はくさい たまねぎ
にんじん ほうれんそう
ホールコーン もやし

23 水
スパゲティ－ミートソース
ウィンナーとキャベツのソテー
もちもちチーズパン

○
ぶたにく だいず ウィンナー
ぎゅうにゅう チーズ

スパゲッティー あぶら
さとう しらたまこ こむぎこ
オリーブあぶら

たまねぎ にんじん にんにく
しょうが セロリ カットトマト
もやし キャベツ こまつな

24 木
ごはん いしかりじる
とりのあまからやき にびたし

○
さけ とうふ しろみそ みそ
とりにく あぶらあげ
ぎゅうにゅう

しちぶまい あぶら
さといも こんにゃく さとう
 かたくりこ

だいこん にんじん ながねぎ
しょうが はくさい
もやし こまつな

25 金
けいはん きんぴらどうふ
みかん

○
とりがら とりにく たまご
とうふ ぎゅうにゅう

しちぶまい あぶら さとう
ごまあぶら ごま かたくりこ

たくあん ねぎ にんじん
ほししいたけ ごぼう
いんげん みかん

28 月
ごはん せんだいふういもに
いかのからあげねぎソ－ス
いとこんにゃくのソテー

○
ぶたにく とうふ しろみそ
みそ いか じゃこ
ぎゅうにゅう

しちぶまい さといも こんにゃく
かたくりこ あぶら ごま さとう
ごまあぶら いとこんにゃく

にんじん ごぼう はくさい
きりぼしだいこん はくさい
しめじ 　ながねぎ いんげん

29 火
よしだうどん　かてやさい
まっちゃパンケーキ

○
ぶたにく ぎゅうにゅう
とうにゅう たまご

うどん さとう ごま あぶら
こむぎこ バター あまなっとう

もやし ながねぎ しょうが
キャベツ にんじん だいこん

30 水
みそかつどん
ボイルキャベツ すましじる
きりぼしだいこんに

○
ぶたにく みそ とうふ わかめ
こんぶ さつまあげ
ぎゅうにゅう

しちぶまい こめつぶむぎ
こむぎこ ぱんこ あぶら さとう
ごまペースト

キャベツ はくさい えのき
ながねぎ きりぼしだいこん
にんじん こまつな

31 木

キムタクごはん
はるさめのスープ
あつあげどうふとやさいのうまに
りんご

○ ぶたにく こんぶ 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
あぶら さとう ごまあぶら
はるさめ じゃがいも
かたくりこ

キムチ　ながねぎ たくあん
たまねぎ もやし しょうが
にんじん ほししいたけ
ほんしめじ いんげん
にんにく りんご

【今月の平均栄養価】　エネルギー　643㎉　　たんぱく質　25.4ｇ　　　脂質　20ｇ

《今月のめあて》

しょくじのマナーを　みにつけよう
平成30年度 1月   　　　   給食回数

日

武蔵野市立桜野小学校

曜 こ　ん　だ　て
牛
乳

○・・・牛乳　ヨ・・・ヨーグルト　 献立(食材）は一部都合により変更する事もあります。

つ  か  う  も  の   （材料）
コ　メ　ン　ト

☆あけまして
　おめでとうございます☆

　９日から給食が始まりま
す。寒い冬を元気に過ごし
ましょう。

☆６年生リクエスト献立☆
　15日　ハヤシライス

16日
武蔵野肉盛りうどんの日
　市内の小中学校、共通
献立です。豚肉とねぎの
入ったつけ汁に、糧（かて）
と呼ばれる野菜を入れて
食べる武蔵野うどんです。
この日の糧やさいは、全て
市内産の野菜を使う予定
です。

☆1月24日～30日は全国学校給食週間です☆
学校給食の長い歴史を振り返って、学校給食について理解と関心を深めてもらおうと設けられた１週間です。

学校給食は、明治２２年 山形県鶴岡町（現鶴岡市）の私立忠愛小学校で、お弁当を持ってくることができない子どもた

ちのためにはじまりました。戦時中は一時中断され、戦後昭和21年12月24日に再開されました。再開されたことを記念し、

学校給食週間がはじまりました。

桜野小学校では、学校給食週間に、郷土料理を提供する予定です。

24日 石狩汁 北海道 29日 吉田うどん 山梨県

25日 鶏飯 鹿児島県 30日 味噌カツフライ 愛知県

http://www.google.co.jp/imgres?sa=X&hl=ja&rlz=1T4TSJB_jaJP416JP507&biw=1366&bih=549&tbm=isch&tbnid=eyzWajSJR9XfGM:&imgrefurl=http://www.wanpug.com/illust207.html&docid=pQ87HFowR0-CbM&imgurl=http://www.wanpug.com/illust/illust2525.png&w=537&h=578&ei=i9-SUt3YCYTCkQXV6IHQBg&zoom=1&iact=hc&vpx=720&vpy=188&dur=1825&hovh=233&hovw=216&tx=11&ty=235&page=3&tbnh=143&tbnw=133&start=54&ndsp=31&ved=1t:429,r:73,s:0,i:30
http://www.google.co.jp/imgres?sa=X&hl=ja&rlz=1T4TSJB_jaJP416JP507&biw=1366&bih=549&tbm=isch&tbnid=eyzWajSJR9XfGM:&imgrefurl=http://www.wanpug.com/illust207.html&docid=pQ87HFowR0-CbM&imgurl=http://www.wanpug.com/illust/illust2525.png&w=537&h=578&ei=i9-SUt3YCYTCkQXV6IHQBg&zoom=1&iact=hc&vpx=720&vpy=188&dur=1825&hovh=233&hovw=216&tx=11&ty=235&page=3&tbnh=143&tbnw=133&start=54&ndsp=31&ved=1t:429,r:73,s:0,i:30
https://school.sedoc.ne.jp/member/modules/myalbum/photo.php?lid=2360&referpage=index
https://school.sedoc.ne.jp/member/modules/myalbum/photo.php?lid=2360&referpage=index
http://www.google.co.jp/imgres?sa=X&hl=ja&rlz=1T4TSJB_jaJP416JP507&biw=1366&bih=549&tbm=isch&tbnid=RgIdcpn6LvztdM:&imgrefurl=http://www.wanpug.com/illust266.html&docid=HtSLJ3y1TdalkM&imgurl=http://www.wanpug.com/illust3432_thumb.gif&w=132&h=177&ei=i9-SUt3YCYTCkQXV6IHQBg&zoom=1&iact=hc&vpx=818&vpy=280&dur=1092&hovh=141&hovw=105&tx=66&ty=44&page=2&tbnh=141&tbnw=105&start=22&ndsp=32&ved=1t:429,r:27,s:0,i:16
http://www.google.co.jp/imgres?sa=X&hl=ja&rlz=1T4TSJB_jaJP416JP507&biw=1366&bih=549&tbm=isch&tbnid=RgIdcpn6LvztdM:&imgrefurl=http://www.wanpug.com/illust266.html&docid=HtSLJ3y1TdalkM&imgurl=http://www.wanpug.com/illust3432_thumb.gif&w=132&h=177&ei=i9-SUt3YCYTCkQXV6IHQBg&zoom=1&iact=hc&vpx=818&vpy=280&dur=1092&hovh=141&hovw=105&tx=66&ty=44&page=2&tbnh=141&tbnw=105&start=22&ndsp=32&ved=1t:429,r:27,s:0,i:16

