
えいせいに きをつけて しょくじしよう

日

曜
セルフフィッシュバーガー 601
カレースープ
くだもの 29.1

チキンライス 578
フレンチサラダ
コンソメスープ 17.3

きつねうどん 715
ジャーマンポテト
フルーツポンチ 30.4

ごぼうピラフ 584
だいずとさつまいもの
　　　　　　　　カリカリあげ 21.1
コーンスープ
とりにくのクリームライス 645
ぶたにくとキャベツのスープ
くだもの 18.7

むぎごはん 684
いかのカレーふうみフライ
かわりきんぴら 31.9
ごじる
くろざとうパン 610
チリコンカン
かいそうサラダ 22.7

こんぶごはん 589
さかなのごまてんぷら
おひたし 28.1
みそしる
ジャージャーメン 629
サンラータンふうスープ

27.4

ダッカルビどん 579
ナムル
ソーダフルーツポンチ 18.4

カラフルピラフ 576
まめツナサラダ
はくさいスープ 19.5

レモントースト 660
チキンビーンズ
ハニーサラダ 22.6

えだまめとじゃこのチャーハン 581
やきにくサラダ
にらたまスープ 28.2

みそラーメン 669
じゃがいものケチャップあえ
あじさいゼリー 22.7

バターライス 620
ポークストロガノフ
やさいスープ 21.4
くだもの
ごましおごはん 589
さけのしおやき
もやしのすのもの 30.4
とんじる
のざわなチャーハン 610
はるまき
たまごスープ 23.0

　  ぶどうパン 578
　　ホワイトシチュー
　  コールスローサラダ 18.7

スパゲティミートソース 714
きゅうりとキャベツのサラダ
フォカッチャ 25.9

ナン 610
キーマカレー
マカロニスープ 27.0

うめごまごはん 596
しろみざかなのたつたあげ
わふうサラダ 26.4
すましじる
ソースやきそば 576
とうふとあおなのスープ
オレンジゼリー 22.5

　　　　ブックメニューの日。「こまったさんのシチュー」　　学校図書館に本を準備してくださっています。ぜひ、見てください！

3０
水

ぶたにく とりにく かんて
ん とうふ ぎゅうにゅう

ちゅうかめん あぶら
ごまあぶら さとう
オレンジジュース

にんにく しいたけ にんじん たまねぎ
キャベツ もやし ピーマン
ねぎ こまつな

※　献立は食材購入などの都合により、変更することがあります。　　　※　栄養価は中学年のものです。低学年は０．９倍　高学年は１．１倍になります。

２８
月

ぶたにく だいず チーズ
とりにく ベーコン
ぎゅうにゅう

ナン あぶら さとう バ
ター こむぎこ マカロニ

にんにく しょうが にんじん セロリー
トマト キャベツ パセリ

２９
火

メルルーサ  あぶらあげ
とうふ わかめ ぎゅうにゅう

こめ ごま あぶら さとう
かたくりこ

うめ しょうが キャベツ にんじん きゅ
うり だいこん しめじ ねぎ

２４
木

とりにく ベーコン
ぎゅうにゅう

パン じゃがいも あぶら
バター こむぎこ さとう

ほしぶどう にんじん たまねぎ
マッシュルーム ホールコーン クリーム
コーン パセリ キャベツ きゅうり

2５
金

ぶたにく とりにく チーズ
だいず ぎゅうにゅう

スパゲティ あぶら こむぎ
こ さとう きょうりきこ
オリーブオイル バター

たまねぎ にんじん セロリー
マッシュルーム トマト パセリ
きゅうり キャベツ

２２
火

さけ ぶたにく とうふ みそ
ぎゅうにゅう

こめ あぶら ごまあぶら
こんにゃく じゃがいも
ごま

もやし きゅうり にんじん だいこん
ねぎ ごぼう

２３
水

とりにく ちりめんじゃこ
ぶたにく たまご わかめ
ベーコン

こめ むぎ ごまあぶら ご
ま さとう あぶら はるさめ
かたくりこ こむぎこ

にんじん のざわな にんじん キャベツ
しいたけ もやし たまねぎ

１８
金

ぶたにく とりにく みそ
かんてん
にゅうさんきんいんりょう

ちゅうかめん あぶら
ごまあぶら さとう
バター ごま じゃがいも
ぶどうｼﾞｭｰｽ

にんにく しょうが にんじん キャベツ
ホールコーン もやし にら ねぎ たまね
ぎ

2１
月

ぶたにく なまクリーム
とりにく ベーコン
ぎゅうにゅう

こめ バター あぶら
こむぎこ さとう

にんじん マッシュルーム たまねぎ ト
マト グリンピース キャベツ アスパラ
ガス くだもの

１６
水

とりにく チーズ  だいず
ベーコン ぎゅうにゅう

パン さとう あぶら こむ
ぎこ バター はちみつ
じゃがいも マカロニ

レモン しめじ にんじん トマト きゅう
り キャベツ たまねぎ

１７
木

ちりめんじゃこ ちくわ
ぶたにく とりにく たまご
ぎゅうにゅう

こめ あぶら さとう
ごまあぶら かたくりこ

しょうが ホールコーン にんじん ねぎ
えだまめ キャベツ もやし にんじん
きゅうり にら たまねぎ

1４
月

とりにく ぎゅうにゅう こめ ごまあぶら さとう
ごま サイダー あぶら

にんにく にんじん たまねぎ ねぎ はくさい
にら もやし きゅうり りんご
おうとう なし

１５
火

とりにく ツナ ベーコン
ぎゅうにゅう

こめ バター あぶら
さとう ごまあぶら
いんげんまめ

にんじん グリンピース ホールコーン
ピーマン キャベツ もやし しいたけ
はくさい たまねぎ

1０
木

とりにく あぶらあげ こん
ぶ ホキ たまご わかめ み
そ

こめ あぶら さとう ごま
こむぎこ じゃがいも

にんじん キャベツ もやし さやいんげ
ん たまねぎ

１１
金

ぶたにく とりにく ベーコン
とうふ たまご みそ
ぎゅうにゅう

ちゅうかめん あぶら
ごまあぶら さとう
かたくりこ

にんにく しょうが ねぎ にんじん しい
たけ きゅうり もやし えのきたけ こま
つな

８
火

いか たまご ぶたにく
さつまあげ とりにく みそ
とうふ だいず ぎゅうにゅう

こめ むぎ こむぎこ パン
こ じゃがいも こんにゃく
さとう あぶら

ごぼう にんじん さやいんげん
だいこん ねぎ

９
水

ぶたにく とりにく だいず
わかめ とさかのり
ぎゅうにゅう

パン うずらまめ じゃがい
も マカロニ あぶら ごま
あぶら さとう

たまねぎ にんじん しいたけ にんにく
トマト キャベツ

４
金

とりにく だいず かえりに
ぼし たまご ぎゅうにゅう

こめ あぶら さとう バター
さつまいも かたくりこ ごま

しょうが ごぼう にんじん グリンピー
ス にんじん たまねぎ ホールコーン ク
リームコーン

７
月

とりにく ぶたにく
ぎゅうにゅう

こめ バター あぶら
こむぎこ じゃがいも

たまねぎ にんじん マッシュルーム パ
セリ キャベツ ブロッコリー くだもの

２
水

とりにく ベーコン
ぎゅうにゅう

こめ あぶら さとう
バター じゃがいも

トマト にんじん たまねぎ グリンピー
ス さやいんげん キャベツ きゅうり

３
木

ぶたにく あぶらあげ
ベーコン ぎゅうにゅう

うどん さとう じゃがいも
バター

にんじん しいたけ ねぎ こまつな たま
ねぎ パセリ にんにく りんご なし おう
とう

はたらくちからに
なるしょくひん

からだのちょうしを
ととのえるしょくひん

１
火

メルルーサ たまご とりにく
ベーコン ぎゅうにゅう

パン こむぎこ パンこ
じゃがいも あぶら

キャベツ たまねぎ にんじん はくさい
ホールコーン くだもの

 ６月　 こんだてひょう

令和３年度 北区立桐ケ丘郷小学校

こんだて
ぎ
ゅ
う

に
ゅ
う

あかのしょくひん きいろのしょくひん みどりのしょくひん

えいようか
ちやにくになるしょくひん

こんげつのもくひょう


