
日 曜 血や筋肉のもとになるもの 熱や力のもとになるもの 体の調子をよくするもの
エネル
ギー
（kcal)

たんぱく質
（g）

1 月
コーンピラフ　魚のハーブ焼き　　　　　　
キャベツスープ　　　　　　　　　　　　　　　　
デコポン

○ 牛乳　鶏肉　ホキ　ベーコン 米　麦　バター　油
たまねぎ　にんじん　ホールコーン　マッシュルーム　
レモン　　セロリー　にんにく　キャベツ　オレンジ

579 21.8

2 火
【こどもの日のメニュー】　　　　　　　　　　
中華ちまき　　中華風コーンスープ　　　
きゅうりの華風漬　　パインゼリー

○
牛乳　大豆　　豚肉　　えび　
鶏肉　　卵　寒天

もち米　ごま油　油　　　　　　
でんぷん　さとう

しょうが　干ししいたけ　たけのこ　　にんじん　　　　　
ホールコーン　　にら　きゅうり　ﾊﾟｲﾝｱｯﾌﾟﾙｼﾞｭｰｽ　　
パイン

593 23.8

8 月
麦入りごはん　　　　　　　　　　　　　　　　
生揚げと野菜の煮物　　　　　　　　　　　　
もやしのごまあえ　　河内晩柑

○ 牛乳　生揚げ　豚肉 米　麦　さとう　油　ごま
たけのこ　　にんじん　たまねぎ　      　　　　　　　　   
キャベツ　グリンピース     　　　　　　　　　　　　　       
もやし　こまつな　オレンジ

596 22.2

9 火
ココアパン
アスパラとポテトのグラタン
ABCマカロニスープ

○
牛乳 ベーコン 鶏肉 
チーズ

ココアパン じゃがいも 
油 バター 小麦粉 
パン粉 マカロニ

グリーンアスパラガス たまねぎ にんじん 
マッシュルーム にんにく しめじ キャベツ 
パセリ

586 22.2

10 水
トビウオのそぼろ丼　　　　　　　　　　　　　
海藻サラダ　　　　　　　　　　　　　　　　　
豚汁

○
牛乳　鶏肉　とびうお　　　　　
卵　　わかめ　海草ミックス　
豚肉　みそ

米　麦　さとう　油　ごま油　　
こんにゃく　じゃがいも

しょうが　にんじん　こまつな　                　　　　    
キャベツ　もやし　ごぼう　だいこん               　　   
たまねぎ　長ねぎ

580 22.1

11 木
グリンピースごはん　
かつおのごまだれかけ
切り干し大根の煮付　吉野汁

○
牛乳 かつお 油揚げ 
鶏肉

米 麦 でんぷん 
小麦粉 さとう ごま 
油 こんにゃく

グリンピース しょうが 切干し大根 にんじん 
さやいんげん 干ししいたけ だいこん 
長ねぎ こまつな

653 28.8

12 金
カレーうどん　　　　　　　　　　　　　　　　　　
糸寒天のサラダ　　　　　　　　　　　　　　　　
蒸しパン

○ 牛乳　豚肉 糸寒天 卵
うどん　さとう　でんぷん　　　
油　　ごま油　　　　　　　　　
小麦粉　バター

にんじん　たまねぎ　キャベツ　長ねぎ         　　　　 
もやし　こまつな　レーズン

659 20.2

15 月
チャーハン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
わかめスープ　　　　　　　　　　 　　　　　　　
もちもちチヂミ

○
牛乳　焼き豚　　卵　鶏肉　　
わかめ　ハム

米　麦　油　　ラード　　　　　　
ごま油　米粉　じゃがいも　　
さとう

しょうが　長ねぎ　にんじん　干ししいたけ　    　　　  
グリンピース　　たまねぎ　にんにく　   　　　　　　　　 
  こまつな　にら　キャベツ

626 21.0

16 火
麦入りごはん　大豆とじゃこの煮　　　　 　
ししゃものパリパリ揚げ　　　　　　　　　　
ひじきサラダ　なめこ汁

○
牛乳　大豆　わかめ　     　
ちりめんじゃこ　ししゃも　　
ひじき　豆腐　みそ

米　麦　でんぷん　さとう　　　
春巻きの皮　小麦粉　　　　　
三温糖　油　ごま油

にんじん　きゅうり　もやし　ホールコーン　           
たまねぎ　なめこ　長ねぎ

651 24.3

17 水
あさりと小松菜のスパゲッティ　　　　　
コーンサラダ　　　　　　　　　　　　　　　　
キャロットケーキ

○
牛乳　ベーコン　あさり　　
卵

スパゲッティ　油　　　　　　　
さとう　小麦粉　バター

にんにく　しょうが　にんじん　たまねぎ　　　　　　　　
干ししいたけ　こまつな　もやし　キャベツ　　　　　　　
コーン　オレンジジュース　マーマレード　レモン

590 20.2

18 木
～オリンピック・パラリンピック応援メニュー～　　
　パエリア　　【スペインの料理】
エンパナーダ　　ソパ・デ・アホ

○
牛乳 鶏肉 いか あさり 
えび ツナ チーズ
ベーコン 卵

油 バター 精白米 
米粒麦 ぎょうざの皮 
オリーブ油 片栗粉 
パン粉

にんにく たまねぎ にんじん トマト 
赤ピーマン 赤パプリカ パセリ

648 25.5

19 金
揚げパン　変わりちゃんぽん　　　　　　　
切干大根の和え物　　甘夏

○
牛乳　豚肉　　えび　　いか　
なると　ツナ

コッペパン　さとう 　         
スパゲッティ　 油　ごま油

しょうが　にんにく　長ねぎ　にんじん こまつな　      
干ししいたけ　セロリー　もやし　キャベツ         　　　
 きくらげ　チンゲンサイ　切干大根　なつみかん

588 25.2

22 月
★パワーアップメニュー★　　　　　　　　　
　ジャージャー麺　スタミナサラダ　　　　　
　杏仁豆腐

○
牛乳　豚肉　大豆　　         
みそ　 寒天

中華めん　油　　さとう　　　
でんぷん　ごま油

にんにく　しょうが　たまねぎ　にんじん　　　　　　　　
干ししいたけ　長ねぎ　きゅうり　キャベツ　　　　　　　
　もやし　　りんご　みかん　　黄桃　　パイン

683 26.4

23 火
★ベストコンディションメニュー★　　　　
麦入りごはん　豆腐のハンバーグ　　　　
磯ポテト　野菜たっぷりみそ汁

○
牛乳　豆腐　豚肉　大豆　   
ひじき　あおのり     わかめ　
　みそ

米　麦　油　パン粉　さとう　　
でんぷん　じゃがいも

たまねぎ　キャベツ　だいこん　　　　　　　　　　　　　　
にんじん　えのきたけ

642 26.0

24 水
★食欲アップメニュー★　　　　　　　　　
ガーリックフランス　　ポークビーンズ　　　
８品目のサラダ

○
牛乳　豚肉　大豆　青大豆　
ひじき　　油揚げ

ｿﾌﾄﾌﾗﾝｽﾊﾟﾝ 　バター　　　　
小麦粉　　油　　じゃがいも　
さとう　ごま　　マヨネーズ

にんにく　パセリ　セロリー　たまねぎ　にんじん　　　
　トマト　マッシュルーム　　もやし　キャベツ　　　　　　
　ホールコーン

695 25.8

25 木
★チキン🐓と食べようメニュー★　　　　
チキンライス　　スペイン卵焼き　　　　　　
コールスローサラダ

○ 牛乳　鶏肉　卵　ハム
米　　麦　バター　油　さとう　
じゃがいも

たまねぎ　マッシュルーム　ホールコーン　　　　　　　
キャベツ　にんじん　きゅうり

677 27.9

26 金
【祝　開校２０周年記念　運動会】　　　　　　　
勝カレー　　じゃこサラダ　　　　　　　　　　　　　
紅白ゼリー

○
牛乳　豚肉　卵　　　　　 　  
ちりめんじゃこ　寒天

米　　麦　小麦粉　 パン粉  
バター さとう　ごま油

にんにく　しょうが　たまねぎ　にんじん　　　　　　　　
もやし　キャベツ　クランベリージュース

700 25.2

30 火
【静岡県料理】　つけナポリタン　　　　　　
小松菜と桜海老の和え物　　　　　　　　　
抹茶ミルクゼリー

○
牛乳　豚肉　ベーコン　　
チーズ　油揚げ さくらえび　
寒天　生クリーム

スパゲッティ　油　　　　　　　
ごま油　さとう

にんにく　にんじん　たまねぎ　マッシュルーム　　　　
トマト　パセリ　こまつな　キャベツ

599 21.7

31 水
ツナビーンズドック　　　　　　　　　　　　　
ごぼうのクリームスープ　　　　　　　　　　
フレンチサラダ

○
牛乳　ツナ　白いんげん　　　
チーズ　ベーコン　　　   　
生クリーム

コッペパン　マヨネーズ　　　
バター　小麦粉　　　　　　　
じゃがいも　さとう

たまねぎ　ホールコーン　パセリ　ごぼう　　　　　　　　
にんじん　にんにく　もやし　キャベツ

667 28.1

632 24.1

640 24.0

５月学校給食献立予定表

５月分　一日あたりの平均

３・４学年　1人1回当たりの学校給食摂取基準

◎学校行事や食材費等の都合により、献立の変更並びに回数が少なくなることがあ
ります。

５月
がつ

５日
か

はこどもの日
ひ

です。この日
ひ

は、こいのぼりや武者人形
むしゃにんぎょう

を飾
かざり

り、

かしわもちやちまきを食
た

べて、男
おとこ

の子
こ

の健
すこ

やかな成長
せいちょう

と幸
しあわ

せを願
ねが

う日
ひ

です。菖蒲
しょうぶ

の節句
せっく

ともいい、菖蒲湯
しょうぶゆ

につかったり、菖蒲
しょうぶ

やヨモギを軒先
のきさき

につるしたりして、邪気
じゃき

（悪
わる

いもの）を払
はら

います。

平成２９年　新宿区立西新宿小学校 今月の給食目標：食事のマナーを身に付けよう
実施日
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