
目
標

赤米のお赤飯 540 kcal

白身魚のネギソースがけ 24.1 ｇ

水菜の信田和え 15.5 ｇ

菜の花の吸い物(さくら) 2.7 ｇ

みそラーメン 693 kcal

豆乳蒸しパン 29.6 ｇ

糸寒天の中華和え 23.4 ｇ

3.7 ｇ

豚丼 657 kcal

田舎汁 22.6 ｇ

くだもの（ネーブル） 21.6 ｇ

2.4 ｇ

685 kcal

16.6 ｇ

ハンバーグカレーライス ｵﾚﾝｼﾞ 21.6 ｇ

春きゃべつのサラダ ｼﾞｭｰｽ 3.4 ｇ

わかめうどん 549 kcal

マンダイの変わりみそ和え 23.3 ｇ

コーンサラダ 19.5 ｇ

3.4 ｇ

ココアパン 636 kcal

ポテトグラタン 23.4 ｇ

春野菜のスープ 26.0 ｇ

3.2 ｇ

グリンピースご飯 581 kcal

新じゃがの肉じゃが 22.8 ｇ

わかめと豆腐の味噌汁 16.1 ｇ

3.2 ｇ

チリコンカンライス 768 kcal

アスパラサラダ 25.8 ｇ

豆腐ドーナツ 27.3 ｇ

2.4 ｇ

ジャンバラヤ(北米料理） 600 kcal

豆とツナのサラダ 20.2 ｇ

いちごミルクゼリー 23.0 ｇ

2.1 ｇ

マーボー丼 660 kcal

スパイシー大豆 27.0 ｇ

五目中華スープ 25.5 ｇ

3.0 ｇ

スパゲティミートソース 679 kcal

新じゃがのサラダ 24.3 ｇ

くだもの（清見オレンジ） 24.8 ｇ

2.5 ｇ

手作り枝豆チーズパン 714 kcal

春きゃべつのポトフ 27.5 ｇ

くだもの（いちご） 27.3 ｇ

3.3 ｇ

木島平村のごはん 511 kcal

鰆の香味焼き 23.1 ｇ

春きゃべつの磯香和え 16.1 ｇ

新竹の子の若竹汁 2.2 ｇ

おこめ,あぶら,かたくりこ,じゃ
がいも,さとう,あぶら,マーガリ
ン

体の調子を整える
緑の仲間 栄養価

（エネルギー･たんぱく質
脂質･食塩相当量）

黄の仲間

○

熱や力の元になる

給食
きゅうしょく

のきまりを守
まも

ろう
★きまりを守

まも

って，安全
あんぜん

に配慮
はいりょ

して準備
じゅんび

，配膳
はいぜん

，食事
しょくじ

，下膳
げぜん

をしよう

・清潔
せいけつ

に準備
じゅんび

，食事
しょくじ

，片付
かたづ

けをしよう

11
木

ぎゅうにゅう,ぶたにく,こうや
どうふ,あかみそ,しろみそ,やき
ぶた,いとかんてん,とうにゅう

おこめ,あかまい,かたくりこ,あ
げあぶら,さとう

ねぎ,みずな,きゅうり,にんじ
ん,しいたけ,なのはな

ちゅうかめん,ラード,ごま,ごま
あぶら,さとう,こむぎこ,あま
なっとう

○

日 献立名 行事　・旬食材

ぎゅうにゅう,たら,あぶらあげ,
かつお,ナルト,とりにく

血や肉になる
赤の仲間

10
水

ぎゅうにゅう,とりにく,あぶら
あげ,ナルト,わかめ,マンダイ,ひ
よこまめ,あかみそ

たまねぎ
グリンピース
キャベツ

ぶたにく,ぶたにく,ハム

○ たまねぎ
キャベツ

16
火

12
金

15
月

ぎゅうにゅう,ぶたにく,ぶたに
く,あぶらあげ,しろみそ,あかみ
そ

○

17
水

しいたけ,にんじん,もやし,ね
ぎ,とうもろこし,にら,にんに
く,しょうが,きゅうり

にんにく,しょうが,たまねぎ,
キャベツ,だいこん,かぼちゃ,
しめじ,ねぎ,ほうれんそう,
ネーブル

おこめ,あぶら,さとう,かたくり
こ,じゃがいも

しいたけ,にんじん,ほうれんそ
う,ねぎ,しょうが,とうもろこ
し,きゅうり,もやし,クリーム
コーン

たまねぎ
キャベツ

ぎゅうにゅう,とりにく,なまク
リーム,チーズ,ベーコン

オレンジ,たまねぎ,にんじん,
グリンピース,にんにく,しょう
が,はるキャベツ

うどん,かたくりこ,じゃがいも,
あげあぶら,ごまあぶら,あぶら,
さとう

１年生給食開始

グリンピース,しいたけ,たまね
ぎ,にんじん,たけのこ,しょう
が,えのき,ねぎ

パン,じゃがいも,あぶら,こむぎ
こ,バター,あぶら

たまねぎ,にんじん,マッシュ
ルーム,はるキャベツ,たまね
ぎ,いんげん,パセリ

ぎゅうにゅう,だいず,きんとき
まめ,ぶたにく,こうやどうふ,
ベーコン,とうふ

おこめ,バター,あぶら,さとう,あ
ぶら,ごまあぶら,こむぎこ,あげ
あぶら,さとう

○
グリンピース
たまねぎ
たけのこ

ぎゅうにゅう,じゃこ,ぶたにく,
わかめ,とうふ,しろみそ,あかみ
そ

おこめ,ごま,こんにゃく,じゃが
いも,あぶら,さとう

たまねぎ,セロリー,にんじん,
ピーマン,マッシュルーム,にん
にく,しょうが,トマト,アスパ
ラガス,きゅうり,キャベツ

18
木

22
月 ○ たまねぎ

キャベツ

ぎゅうにゅう,とりにく,ベーコ
ン,ひよこまめ,いんげんまめ,き
んときまめ,マグロ,なまクリー
ム,かんてん,なまクリーム

おこめ,あぶら,あぶら,さとう

19
金 ○ アスパラガス

キャベツ

スパゲティ,オリーブオイル,さ
とう,じゃがいも,ｴｯｸﾞﾌﾘｰﾏﾖﾈｰｽﾞ
(卵･乳なし)

ピーマン,パプリカ,たまねぎ,
にんじん,マッシュルーム,にん
にく,キャベツ,きゅうり,いち
ごピューレ

23
火 ○ たけのこ

ぎゅうにゅう,とうふ,ぶたにく,
こうやどうふ,あかみそ,だいず,
とりにく

おこめ,あぶら,さとう,かたくり
こ,ごまあぶら,あげあぶら

にんじん,たけのこ,しいたけ,
ねぎ,にら,にんにく,しょうが,
ほうれんそう,きくらげ,もや
し,しょうが

○ スナップエンドウ

※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。

25
木

ぎゅうにゅう,ベーコン,チーズ,
ぶたにく,ウィンナー

えだまめ,にんじん,たまねぎ,
はるキャベツ,いちご

こむぎこ,こむぎこ,さとう,バ
ター,じゃがいも

にんじん,たまねぎ,セロリー,
マッシュルーム,にんにく,トマ
ト,トマトピューレ,とうもろこ
し,スナップえんどう,きよみオ
レンジ

○ たまねぎ
キャベツ

ぎゅうにゅう,ぶたにく,ベーコ
ン,大豆

○

※今月の調布市の姉妹都市木島平村から届く食材は｢お米・しめじ・えのき｣です。

26
金

ねぎ,にんにく,しょうが,はる
キャベツ,もやし,にんじん,し
んたけのこ

○ きゃべつ
たけのこ

ぎゅうにゅう,さわら,のり,かつ
お,わかめ

おこめ,さとう,ごま,ごま,ごまあ
ぶら

24
水

上ノ原小学校

４月給食だより

進級
お祝い献立




