
平成26年　璧雪中中細璧雪中中綿5月献立表屑中軸禽璧雪中中条禽練馬区立田柄中学校 

白 �曜 日 �牛 乳 �南東　　立　　名　　　　　　　I　　赤の食品 ��貴色の書品 �線の食品 �ご細で ＃って欲しい 景品 �栄　書　簡 

‡認諾諾デザート　　rr石芯忘－1血糊になる ��働く力になる �体の増子を整える ��エネルギー たんばく暮 

2 �金 �○ �ねぎじゃここはん新じゃがの味噌煮 �豚肉米みそあずき牛乳 �こめ妻板こんにゃく †‾ �葉ねぎにんじんこまつな 　‾　‾ん‾＜ねぎ �蘭蟻 �812　kcal 
野菜のごま和え抹茶プリン �しらす干しアカー �じゃカいもこ温糖上白糖 米ぬか油ごま油すりごま �しょつがにに 干し椎茸玉葱キャベツ �乗場 �26．4　g 

7 �水 �○ �ぶどうパンタンドリーチキン �黒内ベーコン牛乳 �ぶどうパンじゃがいも �トマトピューレにんじん玉覆 にんにくしょうがセロリ �豆・更製品糧 �805　kcal 
マッシュポテト野菜とベーコンのスープ �ヨーグルト �有塩パター米ぬか油 �グリンピースホールコーン缶桔 キャベツ �I■棚 �32．1g 

8 �木 �○ �麦こはん家常豆腐 �米みそ生揚げ豚肉 �こめ妻三温糖でん粉 �にんじんしょうが干し椎茸 だけの‾にんにくねぎ �魚介鐸 �806　kcal 
卵とわかめのスープくだもの �たまご牛乳わかめ �米ぬか油ごま油いりこま �ヽ＿　LL＿」 キャベツサ－サイくだもの �芋類 �29．9　g 

9 �金 �○ �七分つきこはん鰹のかりんとう揚げ �かつお油揚げ米みそ �七分つき米麦でん粉薄力粉 三温糖突きこんにゃく �にんじんこまつなしようが �肉類 �751kcal 
くさわかめのきんぴら青葉の味噌汁 �牛乳くさわかめ �アーモンド粉米ぬか油 ごま油いりこま �干し椎茸玉愁えの書たけ �果物類 �32．9　g 

12 �月 �○ �　　　　　世界の料理 セサミト－ストク－ラッシュ（ハンガリー） サラダ（フレンチドレッシング） �豚肉牛乳 �食パンはちみつ小麦粉 じゃがいも三温糖 有塩パターいりごま すりこま米ぬか油 �トマトピューレ赤ピーマン ホールトマトにんじん にんにく玉葱キャベツ きゅうりとうもろこし �製品類 �796　kcal 
豆・王 きのこ爆 �28．1g 

13 �火 �○ �　　　　　　　　媚土料理（東京） 柳川風丼 �豚肉たまご焼き竹積 �こめ三温糖でん粉 �さやえんどうにんじんこまつな 惣‾ほうキベツき‾り �魚介類 �832　kcal 
竹輪ときゅうりの和えもの野菜椀 �木綿豆腐牛乳 �板こんにゃく米ぬか油 こま油すりこま �玉し　ヤ　ゆつ だいこんねぎ �藻類 �37．3　g 

14 �水 �○ �ジャージャー麺 �豚肉大豆米みそ �蒸し中華樋三温糖でん撚 �にんじんもやしきゅうり 　　　　たけの‾ �卵類 �871kcal 
杏仁フルーツ �八丁味噌牛乳アカー �上白糖米ぬか油ごま油 �にんにく干し椎茸L　L 玉葱ねぎみかん缶 �橿書類 �32．9　g 

15 �木 �○ �ご飯豆アジの南蛮漬け �豆アジ糸削り鶏肉 �こめ三温糖でん粉 �こまつなにんじん玉憑 �．卵類 �797　kcal ひじきふりかけ小松菜とえのさのお浸し 呉汁 �油揚げ大豆米みそ牛乳 ひじき �さといも板こんにゃく いりこま米ぬか油 �えのきたけごぼうねぎ �巣lb無 �32．9　g 

16 �金 �○ �ハヤシライス �豚肉レンズまめ牛乳 �こめ麦三温糖小麦粉 中さら糖上白糖米ぬか油 �にんじんトマトピューレ にんにく玉欝マッシュルーム �魚介類 藻類 �859kcal 27．4g 
アーモンドサラダくだもの ��有塩パター �キャベツきゅうりメロン 

19 �月 �○ �麦こはんメンテカツ �豚肉たまご米みそ �こめ麦パン粉小麦粉 �にんじんミニトマトこまつな 　　　一　手ベ、、 �豆・豆♯品類 �833　kcal こんにゃくサっダミ＿トマト じゃがいもの味噌汁 �牛乳 �三遷糖突きしんにや＜ 上白糖じゃがいも米ぬか油 �玉葱もやしきゅつりヤツ だいこん �穫棚 �28．2　g 

20 �火 �○ �レタスと卵のチャーハン海鮮春雨煮込み �たまご焼き豚いか �こめ妻マロニー上白糖 �にんじんチンケンツアイ 赤ピーマンしょうがねぎ �肉類 �796　kcal 
くだもの �えび牛乳 �でん粉米ぬか淘 �干し椎茸レタスにんにく たけのこすいか �礪媚 �30．1g 

21 �水 �○ �きんぴらバーガークラムチャウダー �さつま揚げベーコン鶏肉 �丸パン三温糖じゃがいも 小麦粉上白糖ごま油 �にんじんこまつなごぼう玉環 セlと‾もス‾し �望・豆製品隷 �840　kcal 
夕焼けゼリー �あさり牛乳チーズ 粉かんてん �いりごま米ぬか油有塩パ ター �tコJつ一し オレンジジュース �きのこ類 �32．0　g 

22 �木 �○ �ご飯鯖の一夜干し �大立米みそ蟻糸削り �こめ三濃糖でん粉ごま油 �こまつなにんじんこぼう �卵類 �8∞　k冶t 
鉄火みそ小松菜みぞれ和え五目汁 �鶏肉本線豆腐牛乳 �いりごま �だいこんふなしめじねぎ �雫物凛 �37．7　g 

23 �金 �○ �山菜こはん肉豆腐 �鶏肉豚肉木綿豆腐牛乳 �こめもち米上白糖しらたき �にんじんこまつなたけのこ せんまいわらびぽんしめじ �●介積 �742　kcal 
わさび和え ��＝温糖でん粉米ぬか油 すりごま �にんにくねぎ玉鬱干し椎茸 もやし �芋類 �32．0　g 

26 �月 �○ �コーンピラフいかのチリソース �えぴぃか鶏肉牛乳 �こめ三温糖でん粉 　　　　て �にんじんチンケンツアイ マッシュルーム玉葱ねぎ �豆・豆や品ガ �793　klal 
青梗葉とえのさのスープ ��線豆はるさめ裔塩／ター 米ぬガ油ごま油 �ホールコーン缶給グリンピース にんにくしょうがえのきたけ �橿≠積 �34．6　g 

27 �火 �○ �ゆかりご飯つくね焼き �とりひき肉たまご �こめ賓パン勧上白糖 �にんじんしょうが干し椎茸 �魚介犠 �770　k過l ボンレスハム■こし豆腐 �三遷★でん髄ごま油 �ごぼうねぎ切手しだいしん �きのこ類 �35．7　g 

ハリハリサラダ大根の味噌汁 �米みそ牛乳わかめ �米ぬか油 �きゅうりだいこん 

28 �水 �○ �ミートソーススパゲティー �ベーコン豚ひき肉牛乳 �スバッグティー上白糖 �パセリにんじんトマトピューレ ホールトマト缶桔にんにく �三・豆製品類 �821kCat 
フルーツポンチ �粉チーズ奪天 �水あめオリーブ油 �しょうが玉鬱みかん缶 パイン缶もも缶 �芋類 �30．1g 

29 �木 �○ �磯おこわ鮭の味噌マヨ焼き いなか汁 �鶏肉油揚げ鮭米みそ �こめもち米突きこんにゃく 三温糖上白糖坂こんにゃく �にんじんごぼうだいこんねぎ �肉類 �761k過1 36．5g 木綿豆腐牛乳刻み昆布 ひじき �じゃがいも米ぬか油 いりごまマヨネーズ ��果物規 

30 �金 �○ �黒糖パンほうれん草とチーズのオムレツ �場内たまこベーコン �黒砂糖パン三温糖 �lまうれんそうにんじんトマト �魚介類 �787　kGal 
⊂】 バジルポテトフライトマトス－プ �牛乳ピサチーズ �じゃがいも米ぬか油 �ピーマントマトジュース玉葱 �I轟蛸 �31．3　g 

31 �土 �○ �警雲芸かん　　お讐歪食　ぎ �豚肉米みそ牛乳 �こめ麦上白糖でん粉こま油 �にんじんにんにくしょうが ねぎ玉葱キャベツ冷凍みかん �百・望＊品凛 きのこ麹 1 �775ぬ1 29．4g 

．∠ゝ・■ 

栄養素 ���ェネルギータンパウ曹　　　胎甘　　　カルシウム　　鋏　　　　　　　　ビタミン　　　　　　　食物は維 �����食塩相当1 
kcal　g　（摂虹ス語ギ＿今体｝　mg　　mg　A〟gRE　Blmg ���B2rng　　　Cmg　　　　g ��g 

5月平均 ���802　　31．9　　　　28　　　　389　　3・4　　319　　0・54 ���0．65　．37　　　5．8 ��3．8 

摂取基準 ���820　25～40　器澄㌫　4∽　4・0　3∞　〇・50 ���0．60　　　35　　　6．5 ��3．0 

今月の献立については裏面をご覧ください◎ 


