
18 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）

7 火
いわしのかばやきどん すましじる
こんさいとさつまあげのにもの

○
いわし とうふ もずく けずりぶし
さつまあげ ぎゅうにゅう

しちぶまい むぎ あぶら
でんぷん こむぎこ さとう
こんにゃく

しょうが たけのこ キャベツ
ながねぎ だいこん にんじん
ごぼう いんげん

5年

8 水
ジャージャーメン
だいこんとちくわのいために
まっちゃしらたまあずき

○
ぶたにく だいず みそ
けずりぶし ちくわ とうふ
あずき ぎゅうにゅう

ちゅうかめん あぶら さとう
でんぷん しらたまこ

ほししいたけ たけのこ たまねぎ
にんじん ながねぎ しょうが
だいこん こまつな

4年

9 木
ポークビーンズライス
おんサラダ きよみオレンジ

○ だいず ぶたにく ぎゅうにゅう
しちぶまい むぎ あぶら バター
こむぎこ さとう ごまあぶら ごま

マッシュルーム たまねぎ
にんじん にんにく ホールトマト
パセリ キャベツ チンゲンサイ
もやし　きよみオレンジ

3年

10 金
グリーンピースごはん
キャベツのみそしる
やきざけ にくじゃが

○
こんぶ あぶらあげ みそ
けずりぶし あまじおさけ
ぶたにく ぎゅうにゅう

しちぶまい あぶら じゃがいも
むかごこんにゃく さとう

グリーンピース キャベツ
えのきたけ こまつな ながねぎ
たまねぎ にんじん ほししいたけ

２－１
２－２

13 月
くろざとうパン やさいスープ
やきツナポテトコロッケ
やさいとコーンのソテー

○ とりがら ベーコン スキムミルク
ぶたにく ツナ ぎゅうにゅう

パン じゃがいも あぶら こむぎこ
ドライパンこ なまパンこ

もやし にんじん たまねぎ
こまつな セロリ にんにく
キャベツ コーン

２－２
２－３

14 火

うめぼしとじゃこのごはん
なまあげのみそしる
とりごぼうバーグ
きりぼしのおんやさい

○

こんぶ ちりめんじゃこ だいず
なまあげ  けずりぶし とりにく
ひじき ぎゅうにゅう なまわかめ
スキムミルク あぶらあげ　みそ

しちぶまい あぶら なまパンこ
さとう でんぷん ごまあぶら

ねりうめ しょうが キャベツ
ながねぎ こまつな にんじん
きりぼしだいこん もやし ごぼう

１－１
６－１

15 水
わふうスープスパゲティー
じゃがいもとウインナーのトマトに
そらまめのしおゆで

○ ベーコン ぶたにく けずりぶし
ウィンナー ぎゅうにゅう

スパゲッティ あぶら じゃがいも
たまねぎ にんじん こまつな
にんにく しょうが いんげん
トマトジュース そらまめ しめじ

16 木
キムタクごはん ちゅうかコーンスープ
ししゃものカレーパンこやき
こんにゃくみそに

○ ぶたにく たまご とりがら みそ
ぎゅうにゅう　ししゃも

しちぶまい むぎ あぶら
ごまあぶら さとう でんぷん
マヨネーズ　 ドライパンこ
なまパンこ こんにゃく

はくさいキムチ クリームコーン
たまねぎ にんじん チンゲンサイ
ながねぎ パセリ こまつな
しょうが

１－２
６－２

17 金
ごはん みだくさんじる
とりのごまヨーグルトやき
キャベツのみそいため

○
けずりぶし とりにく　とうふ
ヨーグルト ぶたにく　みそ
ぎゅうにゅう

しちぶまい あぶら こんにゃく
はちみつ ごまペースト さとう
でんぷん ごまあぶら

にんじん ながねぎ しめじ レモン
だいこん こまつな キャベツ
たけのこ しょうが にんにく

20 月
フィッシュバーガー（パン・さかなの
フライ・ キャベツソテー）
ABCスープ さんしょくに

○ メルルーサ ぶたにく とりがら
ぎゅうにゅう

パン こむぎこ ドライパンこ
なまパンこ あぶら マカロニ
じゃがいも さとう バター

キャベツ ピーマン たまねぎ
にんじん こまつな セロリ  コーン
ホールトマト トマトジュース

21 火
かいせんあんかけチャーハン
じゃがいものそぼろに
きよみオレンジ

○ ベーコン ほたて いか ぶたにく
けずりぶし ぎゅうにゅう

しちぶまい あぶら ごまあぶら
さとう でんぷん じゃがいも むぎ

ながねぎ たけのこ たまねぎ
ｷｬﾍﾞﾂ しめじ こまつな いんげん
ピーマン しょうが にんじん
ほししいたけ きよみｵﾚﾝｼﾞ

22 水
ひやしサラダうどん
てんぷら（いか・ちくわ）

○ なまわかめ ぶたにく けずりぶし
こんぶ いか たまご ぎゅうにゅう

さとう でんぷん こむぎこ あぶら
もやし キャベツ きゅうり にんじん
ながねぎ

23 木
あぶらあげずし みだくさんみそしる
きりぼしだいこんのあつやきたまご

○
こんぶ あぶらあげ ぶたにく
けずりぶし たまご とりにく
ぎゅうにゅう みそ

はくまい あぶら こんにゃく
ごまあぶら　さとう

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

24 金
レバーソーセージカレー
ボイルやさい ちゅうかドレッシング
メロン

○ ぶたにく ウィンナー だいず
とりがら わかめ ぎゅうにゅう

しちぶまい むぎ あぶら
じゃがいも こむぎこ バター
こんにゃく　ドレッシング

たまねぎ しめじ しょうが　セロリ
にんにく　  キャベツ もやし
チンゲンサイ コーン メロン

28 火
ひじきごはん にらたまじる
ぶたにくのしょうがやき
きゅうりのかわりづけ

○
こんぶ あぶらあげ ひじき
たまご けずりぶし ぶたにく
ぎゅうにゅう

しちぶまい むぎ さとう でんぷん
ごまあぶら

にんじん キャベツ ながねぎ にら
しょうが きゅうり

29 水
スパゲッティーミートソース
チーズポテト アスパラのソテー

○ ぶたにく チーズ ぎゅうにゅう
スパゲッティ あぶら じゃがいも
バター

たまねぎ パセリ にんじん
にんにく しょうが セロリ
ホールトマト キャベツ アスパラ

30 木
だいずとわかめのごはん みそしる
いかのチリソース
ちゅうかおんサラダ

○
だいず わかめ なまわかめ
あぶらあげ みそ けずりぶし
いかぶた ひじき ぎゅうにゅう

しちぶまい もちごめ あぶら
でんぷん ごまあぶら さとう
むかごこんにゃく ごま

たまねぎ にんにく しょうが
キャベツ もやし にんじん
こまつな

31 金
スタミナどん わふうスープ
しろいんげんまめとパインのあまに

○ けずりぶし  ぎゅうにゅう
しろいんげんまめ ぶたにく

しちぶまい むぎ  さとう
じゃがいも　あぶら
むかごこんにゃく

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

武蔵野市立本宿小学校 給食室

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。

《今月のめあて》

てあらいとせいけつにこころがけよう！

令和元年度　　　  　　　   給食回数

日 曜 こ　ん　だ　て
牛
乳

家庭数

10日（金）

グリーンピース

ごはん
今年も、１年生がさ
やをむいてくれたグ
リーンピースを使い
ます。旬の味を楽し
みに 、 そして、１年
生に感謝していただ
きましょう。

15日（水）

空豆の塩ゆで

２年生がさやむき

をしてくれた空豆を

給食室で塩ゆでに

します。
２年生にありがとう
の気持ちを込めて、
残さず食べましょう。

★月平均栄養価★

エネルギー 636kcal

たんぱく質 27.2ｇ

脂肪 20.4ｇ

29日（水）

アスパラのソテー

アスパラガスは収穫

できるまでに2年から

3年かかる野菜で

4月～6月が旬です。
キャベツ・にんじんと
いっしょにソテーしま
した。味わって食べ
て くださいね！


