
２０１０年

墨田区立吾嬬第二中学校

日 曜 主 食 牛乳 副 食 体の組織を作る(赤) 熱や力のもと(黄) 体の調子を整える(緑) 熱 量 蛋 白 質

中華風卵スープ 牛乳・豚中肉・むきえび もち米・ごま油 干ししいたけ・たけのこ
６ 木 中華ちまき ○ 果 物 鶏肉・鶏卵・豆腐 たまねぎ・にんじん 771 30.4

きゅうりのﾋﾟﾘ辛ドレッシング でんぷん こまつな・きゅうり・果物

バナナッツケーキ 牛乳・鶏肉・鶏卵 冷凍うどん・油・さとう にんじん・たまねぎ
７ 金 カレーうどん ○ 小麦粉・くだきくるみ 834 25.5

果 物 生クリーム バター ほうれん草・バナナ

祝開校記念日 魚の照り焼き おひたし 牛乳・鶏肉・かんぱち 米・もち米・さとう にんじん・もやし・キャベツ
10 月 ○ 824 40.7

五目赤飯 むらくもスープ 豆腐・鶏卵・油揚げ ごま・油・でんぷん しめじ・ほうれんそう

牛乳・鶏肉・油揚げ 米・さとう・油・ごま もやし・にんじん・きゅうり
11 火 あんかけ焼きそば ○ ナイニュウドウフ きざみのり・鶏卵・みそ 小松菜・干ししいたけ・ねぎ 891 31.0

豆腐 ごま油・じゃがいも さやえんどう・だいこん

ポークビーンズ 牛乳・豚中肉 食パン・小麦粉・ごま セロリ・にんじん・キャベツ
12 火 セサミトースト ○ くだもの マーガリン・さとう・油 きゅうり･たまねぎ･海藻ﾐｯｸｽ 837 34.6

海藻サラダごま風味 大豆 じゃがいも・はちみつ エリンギ･ホールコーン･果物

桜エビの 豆腐のスープ 牛乳・桜えび・鶏卵 米・油・ごま油・小麦粉 にんじん・たまねぎ・オクラ
13 水 ○ かぼちゃ・たけのこ・ねぎ 853 38.4

かき揚げ丼 果 物 豆腐・鶏肉・生わかめ さとう 干ししいたけ・果物

魚のごまだれ焼き 牛乳・さめ・みそ 米・油・ごま油・ごま きゅうり・もやし・にんじん
14 木 ご は ん ○ でんぷん・さとう ねぎ・キャベツ・にんにく 854 30.4

じゃがいものｹﾁｬｯﾌﾟ和え 野菜の中華風ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ 生切り昆布 じゃがいも・バター

鹿児島県奄美大島 鶏飯 きびなごのアーモンド 牛乳・鶏卵・鶏ささ身 米・油・ごま油・小麦粉 にんじん・ねぎ(葉ねぎ)
けいはん

17 月 ○ でんぷん・ｽﾗｲｽｱｰﾓﾝﾄﾞ 干ししいたけ・キャベツ 792 34.8

の郷土料理 マロニｰあえ ﾎﾟﾃﾄの香味あえ きびなご・青のり ごま･じゃがいも もやし
さんまの韓国煮 牛乳・さんま・みそ 米・ごま・油・さとう にんじん・ねぎ・もやし

18 火 ご は ん ○ 871 29.8
ごま酢みそあえ じゃがいものしょうゆ煮 生わかめ じゃがいも きゅうり・にんにく

シーフード コーン入り和風サラダ 牛乳・豚挽肉・むきえｂ スパゲティ・油･小麦粉 セロリー・たまねぎ・トマト
19 水 ○ キャベツ･にんじん･ピーマン 858 34.8

スパゲティ 果 物 いか・たこ バター きゅうり・ホールコーン

卵 焼 き 牛乳・鶏挽肉・豚中肉 米・油・さとう にんじん・たまねぎ・もやし
20 木 おもぶり ○ みそ汁 油揚げ・鶏卵・豆腐 アーモンド粉 さやいんげん・こまつな 923 40.4

アーモンド和え みそ・大豆・わかめ でんぷん 干ししいたけ

コーンシチュー 牛乳・ベーコン・豚中肉 黒砂糖パン・油・ごま油 たまねぎ・セロリー・パセリ
21 金 黒砂糖パン ○ 果 物 にんじん･キャベツ･きゅうり 801 26.4

わかめサラダ さとう・ラー油 クリｰムコｰン・ホールコーン

いかの豆板焼き 牛乳・豚中肉・いか 米・もち米・油・さとう たまねぎ・にんじん・ふき
24 月 ふきごはん ○ しらたき・じゃがいも 812 36.4

肉じゃが 果 物 油揚げ･わかめ ごま油 にんいく・さやいんげん

ドライカレー キャベツのサラダ 牛乳・豚挽肉 米・米粒麦・バター にんじん･たまねぎ･にんにく
25 火 ○ セロリー･キャベツ･きゅうり 894 26.2

ライス 果 物 レンズ豆 油小麦粉・はちみつ ﾎｰﾙコーン

冷やしきつね スパイシーポテト 牛乳・鶏肉・油揚げ 冷凍うどん・さとう・油 にんじん・キャベツ・ねぎ
26 水 ○ たまねぎ・きゅうり 852 39.9

うどん 変わり漬け じゃがいも こまつな・しょうが

じゃがいもの A.ｸﾞﾚｰﾌﾟﾌﾙｰﾂ 牛乳・鶏肉・粉寒天 米・米粒麦・油・バター たまねぎ・にんじん・ピーマン
27 木 ひじき入りピラフ ○ ｾﾞﾘｰ はちみつ・さとう ホールコーン・キャベツ 775 30.6ﾌﾚﾝﾁｻﾗﾀﾞ

B.ミルクゼリｰ じゃがいも きゅうり・みかん缶

フランス ｿﾌﾄﾌﾗﾝｽﾊﾟﾝ 魚のマリネ 牛乳・さけ ソフトフランスパン・油 たまねぎ・にんじん・ピ－マン
28 金 ○ チョリソーソーセージ でんぷん・オリーブ油 にんにく・セロリー・トマト 855 34.6

Ｄａｙ ひよこ豆のｽｰﾌﾟ こふきいもﾊﾞｼﾞﾘｺ ひよこ豆 じゃがいも ホールトマト

こぎつねごはん ｵﾚﾝｼﾞつぶｾﾞﾘｰ 牛乳・鶏挽肉・豆腐 米・油･さとう・マロニー たまねぎ・もやし・にんじん
30 日 運動会 ○ 干ししいたけ・たけのこ 901 34.2

豆腐入り卵焼き ﾏﾛﾆｰあえ 油揚げ・鶏卵・粉寒天 ごま・でんぷん キャベツ･ほうれん草･みかん缶

※献立は都合により変更する場合があります

今月の世界の料理 今月のセレクト
今月のランチルーム予定

３－４ ５月１０日～１４日 フランスです。フランスは穀物野菜、果 今月からセレクト給食が始まります。

２－２ １７日～２１日 物などの自給率が高い農業国であり、豊 まずは、ごはんのセレクトからです。

２－３ ２４日～２８日 かな海産物、丘陵や山岳地帯の鳥獣肉類 Ａ．ｸﾞﾚｰﾌﾟﾌﾙｰﾂゼリー

や乳製品など、多くの食材にめぐまれて グレープフルーツジュース

12(水)･13(木) １年野外体験 います。また、良質なワインやチーズも でつくた爽やかなゼリーです。

14(金) ２年校外学習 フランス料理の特徴です。世界三大料理 クレープフルーツには風邪予防、疲労

のひとつです。精錬されたソースが特徴 回復などいろいろな効能があります。

こどもの日： こどもの日にちなんで、 です。 Ｂ．ミルクゼリー

５月６日は中華ちまきです。 今回は魚のマリネ、ふきいものバジリコ 牛乳で作ったゼリーに

中国では五月五日の節句には節 ひよこ豆のスープとフランスの家庭料理で アクセントでみかんを

の物として粽を作りました。 す。マリネとは漬ける調理法で本来は食 入れました｡牛乳にはカルシウムが多

その風習は、日本に伝わり、病 材の保存のために発達した方法ですが、食 く骨を強くする働きがあります。

気や災 厄を除ける大切な宮中行事として 材に、香り、味を滲みこませたり、食材の 保健給食委員の３の人はセレクトの集
さいやく

端午の節句となったと言われています。 繊維を柔らかくします。 計をお願いします。用紙は後ほど配布。


