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2 月
牛乳　　中華おこわ
中華スープ　野菜華風づけ
マーラーカオ

○
牛乳　　焼豚　　鶏肉　　豆腐
たまご　　生クリーム

もち米　　油　　　砂糖
ごま油　　ねぎ油　　　ごま
バター　　小麦粉　　でんぷん

干ししいたけ　　筍　　　にんじん　　コーン
長ねぎ　　しょうが　　さやいんげん
こまつな　　だいこん　　きゅうり

808 29.7

6 金
三色のせごはん
呉汁
あずきよもぎ団子

○
牛乳　　鶏肉　　かつお
大豆　　たまご　　油揚げ
みそ　　豆腐　　あずき

米　　砂糖　　こんにゃく
白玉粉　　上新粉

切干大根　　しょうが　　こまつな
にんじん　　長ねぎ　　よもぎ

844 29.8

9 月
パン　　ポテトグラタン
ミネストローネスープ
オレンジゼリー

○
牛乳　　鶏肉　ベーコン　えび
チーズ　　白いんげん豆
粉寒天　　生クリーム

パン　　じゃがいも　　油
バター　　小麦粉　パン粉
砂糖

にんにく　　たまねぎ　ﾏｯｼｭﾙｰﾑ
にんじん　パセリ　セロリ　キャベツ
トマト　ｵﾚﾝｼﾞ

841 32.6

10 火
牛乳　ごはん　大豆じゃこの甘辛
にぎす南蛮揚げ
ユズだいこん　　みそ汁

○
牛乳　　大豆　　にぎす
みそ　　わかめ　　小魚

米　　油　　でんぷん　砂糖
ごま　　小麦粉　　ごま油
じゃがいも

長ねぎ　　だいこん　　きゅうり　　ゆず
にんじん　　たまねぎ　　こまつな

810 37.4

11 水
焼肉ビビンバ
にらたまスープ
杏仁豆腐

○
牛乳　　豚肉　　豆腐　　たまご
寒天　　生クリーム

米　　砂糖　　ごま油　　ごま
じゃがいも　　でんぷん

にんにく　しょうが　たまねぎ　りんご
こまつな　にんじん　もやし　しいたけ
大豆もやし　にら　フルーツ缶

863 ３１，６

12 木
牛乳　　　　　五目あんかけそば
わかめスープ
さつまいものｱｰﾓﾝﾄﾞ揚げ

○
牛乳　　豚肉　　いか　　鶏肉
豆腐　　わかめ

蒸し中華麺　　油　　砂糖
でんぷん  ごま油　　　ごま
さつまいも　　アーモンド

しょうが　　　筍　　　干し椎茸　　　長ねぎ
たまねぎ　　にんにく　　にんじん　　白菜
チンゲンサイ　　もやし

824 30.2

13 金
牛乳　　ごはん　　鶏の麹焼き
ピーマンソテー
のっぺい汁

○
牛乳　　鶏肉　　豚肉　　小魚
生揚げ

米　　油　　塩麹　　でんぷん
じゃがいも　　ごま油
こんにゃく　　さといも

にんにく　しょうが　ﾋﾟｰﾏﾝ　ﾊﾟﾌﾟﾘｶ
筍　　キャベツ　干し椎茸　　長ねぎ
だいこん　　こまつな

771 32.4

16 月
牛乳　　ごはん　　のり佃煮
焼き魚　　小松菜のピリ辛炒め
むらくも汁

○
牛乳　　さば　　小魚　　鶏肉
たまご　　のり

米　　油　　ごま油　　でんぷん
こまつな　　にんじん　　たまねぎ　　長ねぎ
万ねぎ　　くだもの

812 36.5

17 火
セサミトースト
ホワイトシチュー
パリパリサラダ

○ 牛乳　　鶏肉　　スキムミルク
パン　バター　　はちみつ　　ごま
油　　じゃがいも　　小麦粉　　砂糖

たまねぎ　にんじん　　にんにく　　しょうが
しめじ　　スナップえんどう　　キャベツ
きゅうり　　コーン

808 ３１，７

18 水
牛乳　　スクランブルオムライス
コーンクリームスープ
ピーチモンブラン

○
牛乳　　鶏肉　　ベーコン
たまご　　生クリーム　ヨーグルト

米　　油　　バター　　砂糖
じゃがいも　　でんぷん

ﾏｯｼｭﾙｰﾑ　　にんじん　　たまねぎ
グリンピース　　にんにく　　セロリ
コーン　　ﾊﾟｾﾘ　　黄桃

882 30.9

19 木
牛乳　　わかめうどん
ひじきとツナのあえ物
天ぷら（ちくわ・さつまいも）

○
牛乳　鶏肉　ひじき　砂糖　油　ﾂﾅ
さつまいも　小麦粉　でんぷん
油揚げ　なると　ちくわ　青のり

うどん　　油　　砂糖　さつまいも
小麦粉　　でんぷん

にんじん　　たまねぎ　　干し椎茸
長ねぎ　　きゅうり　キャベツ

828 34.4

20 金
牛乳　ごはん
煮込みハンバーグ
キャベツの昆布味　みそ汁

○
牛乳　　豚肉　　大豆　　豆腐
たまご　　昆布　　みそ　わかめ

米　　油　　砂糖　　ごま油
パン粉　　じゃがいも
でんぷん

にんにく　　たまねぎ　きゅうり
にんじん　　キャベツ　トマト
だいこん　　長ねぎ　　こまつな

773 26.5

21 土
牛乳　　カツカレーライス
だいこんサラダ
アップルゼリー

○ 牛乳　　豚肉　　たまご　　寒天
米　油　じゃがいも　はちみつ
バター　　小麦粉　　砂糖
パン粉

にんにく　　しょうが　　たまねぎ　セロリ
にんじん　　トマト　　りんご
だいこん　　きゅうり　リンゴジュース

881 ２３，７

23 月
牛乳　ごはん　鮭ふりかけ
魚の西京焼き
筑前煮　　みそ汁

○
牛乳　鮭　のり　鰹節　　青の
魚　みそ　高野豆腐

米　ごま　　油　　砂糖
じゃがいも　　でんぷん

ごぼう　　にんじん　　さやいんげん
干し椎茸　たまねぎ　　えのきだけ
こまつな

834 40.2

25 水
牛乳　　　　　チャーハン
ワンタンスープ
中華サラダ

○
牛乳　　豚肉　　ハム　　たまご
鶏肉　　みそ　　小魚

米　　砂糖　　油　　ごま油
ワンタンの皮

しょうが　干し椎茸　長ねぎ　にんにく
にんじん　白菜　チンゲンサイ　　もやし
ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ　こまつな　だいこん　キャベツ

795 32.6

26 木
牛乳　　　  シーフードスパゲティー
ジャーマンポテト
キャベツスープ

○
牛乳　　ベーコン　　えび　　いか
あさり　　粉チーズ　　ｳｨﾝﾅｰ
豚肉　　生クリーム

スパゲティー　油　砂糖　バター
じゃがいも　　オリーブ油

たまねぎ　　マッシュルーム　　にんにく
セロリ　　コーン　さやいんげん　しょうが
キャベツ  にんじん

847 35.7

27 金
豚肉のうま煮丼
野菜のごまあえ
吉野汁

○
牛乳　　豚肉　　昆布　　鶏肉
油揚げ　　豆腐

米　　油　しらたき　　砂糖
麩　　でんぷん　　ごま

にんじん　　たまねぎ　　干し椎茸
長ねぎ　　キャベツ　　こまつな
えのきだけ

794 32.6

30 月
牛乳　 しょうゆラーメン
ジャンボしゅうまい
くだもの

○
牛乳　　にぼし　　昆布　　豚肉
大豆　　豆腐

中華めん　　ごま油　　ラード
パン粉　　でんぷん　　砂糖
しゅうまいの皮　　ねぎ油

しょうが　にんにく　メンマ　長ねぎ
もやし　にんじん　キャベツ　きくらげ
たまねぎ　干し椎茸　ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ　果物

837 37.5

31 火
牛乳　　　かき揚げ丼
なめこ汁
たくあんソテー

○
牛乳　　えび　　いか　小えび
たまご　　豆腐　みそ　わかめ
かつお節

米　　油　　小麦粉　さつまいも
でんぷん　砂糖　ごま　ごま油

たまねぎ　　にんじん　　ﾋﾟｰﾏﾝ　　なめこ
こまつな　たくあん漬け　　だいこん
きゅうり

860 28.2

５月分　一日あたりの平均 827 33.0

生徒1人1回当たりの学校給食摂取基準 820 30.0

　 ◎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。

◎諸事情により、材料等の変更があることがあります。

５月の給食献立予定表

献　　立　　名
実施日 材　　　　料　　　　名 栄　養　価

平成28年

牛込第一中学校

２０２０年東京パラリンピック開会式（８月２５日）にちなみ、毎月２５日「世界の料理デー」として様々な国の料理を紹介します。

１９日は食育の日です。　　[ 食育と本のコラボ ]  を行います。　　裏面をみてください。

２０２０年東京オリンピックの開会式（７月２４日）にちなみ、毎月２４日を「おもてなし和食デー」として郷土料理等を紹介します。（今月は２３日）

     毎月１９日は、食育の日
　　 食育の日にちなんで、図書館司書の服部先生とともに「食育と本のコラボレーション」を行います。
     略して「食育と本のコラボ」は、図書室にある本から、料理や食材が載っている本を紹介する日です。
     詳しくは、献立表の裏面を読んでください。
     朝読書の時間などで、美味しそうな料理が載っている本があったら、ぜひ教えてください。
     調理師さんたちと相談しながら、本の料理を再現したいと思っています。
     皆さんのリクエスト！待っています。


