
赤色 黄色 緑色 エネルギー たんぱく質

おもにからだをつくる おもにエネルギｰのもとになる おもにからだの調子を整える (kcal) （ｇ）

ココアパン 牛乳 ココアパン 玉ねぎ　グリンピース　にんじん

ミートローフ　じゃがいもサラダ ぶた肉　ベーコン　卵 油　パン粉 きゅうり　にんにく　きゃべつ

ジュリエンヌスープ とうふ じゃがいも マッシュルーム　セロリー

麦ごはん 牛乳 米　麦 しょうが　にんにく　にんじん

家常豆腐 ぶた肉　生揚げ 油　ワンタンの皮 たけのこ　しいたけ（乾）　ねぎ

パリパリサラダ きゃべつ　絹さや　きゅうり　はくさい

いわしのかば焼き丼 牛乳 米　麦 しょうが　はくさい　にんじん

はくさいゆず風味 いわし　油揚げ 油　ごま こまつな　ゆず　玉ねぎ

みそ汁 だいこん　えのきたけ

麦ごはん 牛乳 米　麦 しょうが　にんにく　玉ねぎ

ぶたキムチ炒め ぶた肉　とり肉 油　トック にんじん　たけのこ　きゃべつ

トックスープ もやし　キムチ　ねぎ　はくさい

卵入りうなぎご飯 牛乳 米　麦 グリンピース　しょうが　にんじん

いかの松かさ焼き　切り干しだいこんの炒め煮 うなぎ　いか　卵 油　白玉粉 切り干しあいこん　しいたけ（乾）

手作り白玉団子汁 とうふ　油揚げ　かまぼこ 絹さや　玉ねぎ　こまつな　ねぎ

やさいたっぷりみそラーメン 牛乳 ラーメン（冷） にんにく　たけのこ　にんじん

ポテトビーンズフライ ぶた肉　大豆 油　ごま ねぎ　にら　はくさい　もやし

りんごゼリー じゃがいも しょうが　りんごジュース

かやくごはん 牛乳 米　麦 にんじん　ごぼう　しいたけ（乾）

かれいのから揚げやさいあんかけ かれい　とうふ 油　じゃがいも しょうが　玉ねぎ　もやし

みそ汁 わかめ パプリカ　枝豆（冷）　ねぎ

ぶどうパン 牛乳 ぶどうパン しょうが　にんにく　玉ねぎ

ペンネグラタン ぶた肉　ベーコン 油　マカロニ にんじん　マッシュルーム

オニオンスープ　花みかん レンズ豆　ピザチーズ トマトジュース　みかん

さけごはん 牛乳 米　麦 しいたけ（乾）　玉ねぎ　ねぎ

ぶた肉のすき焼き煮 ぶた肉　さけ　とうふ 油　しらたき にんじん　さやいんげん

りんご 焼きふ りんご

生パスタのホワイトソース 牛乳　生クリーム 生パスタ 玉ねぎ　にんじん　にんにく

にんじんのラペ とり肉　ベーコン　えび 油　バター マッシュルーム　パセリ

ココアケーキ ほたて　粉チーズ　卵　ツナ ごま きゅうり　レモン　らっきょう

麦ごはん 牛乳 米　麦 しょうが　きゅうり　にんじん

さわらのあずま煮　こんにゃくサラダ さわら　油揚げ　わかめ 油　こんにゃく もやし　玉ねぎ　だいこん

みそ汁 ごま えのきたけ

中華丼 牛乳 米　麦 しょうが　にんにく　にんじん

れんこんチップス ぶた肉　うずら卵 油 玉ねぎ　たけのこ　はくさい

フルーツポンチ いか　えび　しらす チンゲンサイ　れんこん　くだもの（缶）

ピザトースト 牛乳 食パン 玉ねぎ　ピーマン　きゃべつ

海草サラダ とり肉　ベーコン　ピザチーズ 油　バター マッシュルーム　だいこん

パンプキンシチュー 生クリーム ごま　じゃがいも にんじん　かぼちゃ　パセリ

麦ごはん 牛乳 米　麦 玉ねぎ　にんじん　きゃべつ

さけのちゃんちゃん焼き　卯の花の炒り煮 さけ　油揚げ　おから 油　バター えのきたけ　もやし　ねぎ

みそ汁 とうふ　わかめ しいたけ（乾）　こねぎ

こぎつねうどん 牛乳 うどん（冷） 玉ねぎ　しいたけ（乾）　ねぎ

ポテトたこ揚げ とり肉　ベーコン　たこ 油　じゃがいも こまつな　しょうが　きゃべつ

ビーンズサラダ なると　大豆 にんじん　だいこん　枝豆（冷）

カレーライス 牛乳 米　麦 しょうが　にんにく　玉ねぎ

だいこんじゃこサラダ ぶた肉　ちりめんじゃこ 油　じゃがいも にんじん　マッシュルーム

りんご レンズ豆 セロリー　だいこん　きゅうり　りんご

麦ごはん 牛乳 米　麦 しょうが　にんにく　はくさい

揚げぎょうざ　ナムル ぶた肉　とり肉　卵 油　ごま きゃべつ　もやし　ねぎ　にんじん

卵スープ レンズ豆　わかめ ぎょうざの皮 ほうれん草　チンゲンサイ　玉ねぎ

チンゲン菜とひき肉の焼きそば 牛乳 蒸し中華麺 しょうが　玉ねぎ　にんじん

やさいの中華味 ぶた肉　豆乳　大豆 油 きゃべつ　たけのこ　しいたけ（乾）

米粉のりんごケーキ チンゲンサイ　はくさい　だいこん

ゆかりごはん 牛乳 米　麦 かぼちゃ　ごぼう　にんじん

えびとかぼちゃの天ぷら　きんぴら えび　卵　とうふ 油　しらたき れんこん　絹さや　しいたけ（乾）

かきたま汁 ごま ほうれん草

月
一日当たりの平均

607 25.0

2月献立表令和4年度 新宿区立牛込仲之小学校

日 曜日 献立名 牛乳

食べ物の働き 栄養価

1 水 ○ 560 24.6

2 木 ○ 571 23.0

3 金 ○ 591 25.8

6 月 ○ 572 24.8

7 火 ○ 558 30.8

8 水 ○ 586 16.3

9 木 ○ 569 27.6

10 金 ○ 663 26.7

13 月 ○ 570 25.9

14 火 ○ 737 31.6

15 水 ○ 655 26.1

16 木 ○ 660 24.7

17 金 ○ 652 23.6

20 月 ○ 573 29.9

21 火 ○ 565 22.1

22 水 ○ 626 20.5

＊学校行事や食材料の都合により、献立を変更する場合がありますのでご了承ください。

28 火 ○ 632 28.3

24 金 ○ 604 21.7

27 月 ○ 586 20.4


