
日がつのぶこ日豊ん磨こひょう
令軸2年度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　調布小筆練

日 �離日 �ご　ん　持　て　め　い ���あ加の禽塵 がら鰹をつくる 　もの �きいるの食品 ねつや九に跨るも 　の �静電叫の食品 鱗のちょろしをと捕鶉 のえらもの 
しゅしょく �の静電の �粛∴加∴す 

2 �月 �しょうゆごほん �ぎゆうにゆう �みそしる（じゃがいも・わかめ・もやし） �ぎゅうにゆう �ごほん �わかめ　　もやし あつやきたまご �みそ　　たまご �じゃがいも �にんじん 
きりぽしだいこんのに韮D �ちくわ　あぶらあげ �あぶら　　さとう �きりほしだいこん 

4 �水 �ごほん �ジョア �ごもくじる �ジョア　　　とうふ �ごはん　　　さとう �だいこん　　　にんじん いちご �とりにくとだいずのみそがらめ �あぶらあげ　みそ �あぶら　　ごま �ほうれんそう　ごぼう 

しそあえ �とりにく　　だいず ��キヤぺ里　きゅうり　しそ 

5 �木 �コッペパン �ぎゅうにゆう �コーンポタージュスープ �ぎゆうにゆう �パン　　じゃがいも �にんじん　　たまねぎ　＊ あらびきウィンナー �ぶたにく �バター　こむぎこ �コーン　　　パセリ　　1－6年2本 
もやしのカレーいため �ウインナー �あぶら �もやし　ピーマン だいこんこまつな 

6 �金 �ごほん �ぎゅうにゅう �みそしる（だいこん・こまつな） �ぎゆうにゆう �ごはん　こむぎこ ちくわのいそべあげ �みそ‘　　ちくわ �あぶら　　さとう �のり　ごぼう　にんじん 
ごもくきんぴら �ぶたにく �ごぼう �こんにゃく　　いんげん 

9 �月 �ごほん �ぎゆうにゆう �ふしめんじる �ぎゆうにゆう �ごほん �にんl：石　　ごぼう あじフライ　　ソ調ス �あぶらあげ �ふしめん �ほうれんそう　キャベツ 

そくせきづけ �あじ �こむきこ　パンこ �きゆ型　　たくあん 

10 �火 �ソフトめん �ぎゆうにゆう �カレーじる �ぎゆうにゆう �ソフトめん �たまねぎ　にんじんねぎ アメリカンドック �ぶたにく　なると �あぶら �ほうれんそう　キャベツ 

やさいサラダ �アメリカンドック �ドレッシング �きゅうり　コーン だいこんわかめ 

11 �水 �さつまいもごほん �ぎゆうにゆう �みそしる（だいこん・あぶらあげのわかめ） �ぎゆうにゆう　みそ �ごほん　さつまいも にくととうふとやさいのた諌ごとじ �ぶたにく　とうふ �さとう　　あぶら �にんじん　キャベツ 

あぶらあげたまご �くろごま �しい出す　　ねぎ 

12 13 16 �本 金 月 �ツナトースト ごほん ふりかけ �ぎゆうにゆう ぎゆうにゆう ぎゅうにゆう �ワンタンスープ �ぎゆうにゆう �パン �たまねぎ　　にんんじん もも（かん） �ツナ �マヨネーズ �もやし　　キャベツ 
ぶたにく �ワンタン �蛙三社んそう　もも I〇〇〇〇〇〇〇〇°0000 すいとん �ぎゅうにゆう �ごはん　こむぎこ �だいこん　にんんじん　＊ 

きんぴらにくだんご �とりにく �あぶらさとう、 ごほんはるさめ �はくさい　　ねぎ　　1－6年2こ 
ブ旦ツコリーのおかかあえ �ぶたにく ��ごぼう　　プロツユノー 

マーポーどん ��はるさめスープ �ぎゆうにゆう　とうふ ��たまねぎ　　にんじん 
ゼリー �ぶたにく　みそ 　言を �でんぷんゼリー ごまあぶら �もやしねぎたけのこ はうねんそう 

1．7 18 �火 水 �ロールパン キーマカレー �ぎゆうにゆう ぎゆうにゆう �ビーフンスープ �ぎゆうにゆう �パン　　ビーフン �にんじ石‾‾　たけのこ マサかノーコロッケ �ぶたにく　　なると �コロッケ　あぶら �ほうれんそう　もやし 

ツナサラダ �ツナ �マヨネ調ズ �壬生杢ツ　きゅうり 

ふくじんづけ �ぎゅうにゆう �ごほん　あぶら �にんじん　　　たまねぎ 
やさいのごまドレッシング �ぶたにく �カレールー さんおんとうごま �キャベツ　ほうれそう コーン　ふくじんづけ 

19 20 24 25 26 27 30 �本 金 火 水 木 金 月∴ �バターロールパン ごほん くろしょくパン しゃきしゃき �ぎゆうにゆう ぎゆうにゆう ● ぎゆうにゆう ぎゆうにゆう �ごもくやぎそば �ぎゆうにゆう �パン　ちゆうかめん �キャベツ　　　にんじん ちゆうかコーンスープ �ぶたにく　たまご �でんぷん �たけのこ　　たまねぎ 
はるまき �はるまき �ごまあぶら �ほうれんそう　コーン 
みそしる（だいこん・ふ・わかめ） �ぎゆうにゆう �ごほん　　ふ �だいこん　　わかめ 

さわらのなんばんづけ �みそ　　さわら �でんぷんあぶら パン �にんじん　ほうれんそう 
なっとうあえ �なっとう ��もやし　　／のり 

はくさいベーコンスープ �ぎゆうにゆう ��たまねぎ　　にんじん 
スパゲティナポリタン みそしる（とうふキャパ，′・希かめ） �ぶたにく �スパゲティ �はくさい　ほうれんそう 

ベーコン �あぶら �もや上ノ　　グリンピ「ス 

ぎゆうにゆう　たまご �ごほん　　あぶら、 �きり離しだいこんわかめ 

そぼろどん ��レンコンチップス �ぶたにくとうふ みそ �さとう　でんぷん �たまねぎ　にんじん キヤ杢ツ　れんこん 

あげパン �ぎゆうにゆう �ミルクポトフ �ぎゆうにゆう �パン　　あぶら1 �じゃがいも　にんじん 
バナナ �ウインナー �さとう �たまねぎキャベツ パセリ　バナナ 

ごほん とりめし �ぎゆうにゆう ぎゆうにゆう �さつまじる �ぎゆうにゆう �ごほん　さつまいも �にんじん　こんにゃく 

のりごまチキン �とりにく　　みそ �でんぷん �だいこん　ねぎ　もやし 
おひたし �とうふ �あぶら �ほうれんそう　キャベツ 

すましじる �ぎゆうにゆう �ごほん　あぶら �たまねぎ　　にんじん 
かぼちゃコロッケ �とりにく　かまぼこ �さとう �ごぼう　　ほうれんそう 

キャベツののごまぴたし �とうふ �ごま �かぼら望　キャベツ 

給食回数・・・19回
☆6（金）2年生郊外学習　　☆12．（木）6年生修学旅行　☆13（金）6年生修学旅行予備日

●今月の目標は《感謝の気持ちでたべましょう》です。

●今月の平均栄養価は、エネルギー：663kcalたんばく質：24．2g脂肪：19．7g塩分：2・2gです。


