
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) 体の調子を整える(緑) 熱や力のもと(黄) 熱 量 蛋 白 質

豆腐入り春雨スープ 牛乳・卵・豚挽肉・豚肉 ぜんまい・もやし･こまつな･ねぎ 米・麦・油・ごま油
１ 火 ビビンバみそ味 ○ たまねぎ・にんじん・もやし さとう・白ごま 827 31.1

くだもの 豆腐・みそ・ベーコン 干ししいたけ･ほうれんそう･果物 でんぷん・はるさめ

抹茶ケーキ 牛乳・豚中肉・むきえび たまねぎ・にんじん・キャベツ 油ﾘ・ごま油・小麦粉
２ 水 チャンポン麺 ○ もやし・ねぎ・こまつな (冷)中華麺・さとう 813 34.3

くだもの いか・卵 干ししいたけ・果物 バター・甘納豆

高野豆腐の 変わり漬け 牛乳・鶏挽肉・高野豆腐 にんじん・干ししいたけ 米･麦・油・さとう
３ 木 ○ キャベツ・さやえんどう 794 31.8

そぼろ丼 み そ 汁 みそ きゅうり・こまつな・果物 ごま油・じゃがいも

はちみつ 魚のハーブ焼き 牛乳・かんぱち レモン・たまねぎ・こまつな 食パン・マーガリン・油
４ 金 ○ ｷｬﾍﾞﾂスープ ホールコーン・にんじん はちみつ・オリーブ油 749 34.9

レモントースト リヨネーズﾎﾟﾃﾄ ベーコン・豚中肉 チンゲン菜 バター・じゃがいも

卵焼き じゃがバタしょうゆ 牛乳・細かい削り節 セロリー・たまねぎ・こまつな 米・ごま・油・さとう
７ 月 ふりかけごはん ○ 刻みのり・豚中肉 にんじん・キャベツ・もやし 896 36.2

ごまあえ 鶏挽肉・卵 ほうれんそう じゃがいも・バター

スパゲティ 海藻サラダ 牛乳・豚挽肉・粉チーズ セロリー・たまねぎ・にんじん スパゲティ・油・さとう
８ 火 ○ キャベツ・じゃがいも 877 30.8

ミートソース くだもの 海藻ミックス ごま油 小麦粉・ごま油

サーラータン 牛乳・豚中肉・むきえび たまねぎ・にんじん・たけのこ 米・麦・油・さとう
10 木 中 華 丼 ○ うずらの卵・いか・豆腐 きゃべつ・ヤングコーン・ねぎ 888 39.9

くだもの 卵 こまつな・さやいんげん・果物 でんぷん

きな粉揚げパン チキンビーンズ 牛乳・豚中肉・鶏肉 にんじん・たまねぎ・キャベツ 油・ショートニングパン
11 金 ○ もやし・セロリー・エリンギ コッペパン・蒸し中華麺 842 29.8

焼きそばパン くだもの 白いんげん トマトピューレ・果物 でんぷん・さとう

大豆の 具だくさんみそ汁 牛乳・桜えび・いか たまねぎ・にんじん・ピーマン 米・揚げ油・さつまいも
13 日 ○ 小麦粉・じゃがいも 913 30.7

かき揚げ丼 くだもの 大豆・卵・豆腐・みそ だいこん・ねぎ・こまつな・果物 ごま油

けんちんうどん 舟きゅうり 牛乳・鶏肉・油揚げ ねぎ・にんじん・だいこん 米・油・ごま油・三温糖
14 月 ○ ごま・ゴマペースト 785 27.3

ごまケーキ 卵 こまつな・きゅうり 小麦粉

チキンカレー 茎わかめサラダ 牛乳・鶏肉・粉チーズ たまねぎ・にんじん・キャベツ 米・油・さとう・バター
15 火 ○ 小麦粉・ごま・ごま油 979 25.9

ライス くだもの 茎わかめ きゅうり・トマトピューレ・果物

あんずジャム 魚のバーベキューソース 牛乳・鮭・ベーコン りんご・ねぎ・レモン・たまねぎ 食パン・さとう・油
16 水 ○ 812 39.5

サンド 粉ふきいも トマト入りｽｰﾌﾟ 豚中肉・豆腐・卵 もやし・トマト・にら じゃがいも・でんぷん

キャロットポタージュ 牛乳・豚中肉・鶏肉・卵 にんじん・キムチ・こまつな 米・油・さとう・小麦粉
17 木 キムチチャｰハン ○ 生わかめ・粉寒天 803 24.5

ｾ

くだもの 生クリーム ねぎ はるさめ・でんぷん

ﾚ
ゴマししゃも じゃがいものしょうゆ煮 牛乳・豚中肉・ししゃも ごぼう・にんじん・さやえんどう 米・もち米・油・さとう

21 月 きんぴらごはん ○
ク

ﾞ じゃがいも・ごま・ごま油 818 27.0

ﾄ
いかのしょうが焼き わかめｻﾗﾀ 生わかめ キャベツ・きゅうり 小麦粉・糸こんにゃく

夏野菜のポタージュ 牛乳・鶏肉・生クリーム たまねぎ・にんじん・ピーマン 米・油・バター
22 火 チキンライス ○ セロリー・トマト・かぼちゃ 838 24.3

くだもの パセリ・果物 じゃがいも・小麦粉

ソフト 白いんげんのグラタン 牛乳・めだい・ベーコン にんじん・エリンギ・キャベツ ソフトフランスパン・油
23 水 ○ 白いんげん・生クリーム ほうれんそう・きゅうり バター・小麦粉・生パン粉 867 38.0

フランスパン キャベツサラダ くだもの 鶏卵・粉チーズ ホールコーン・果物 はちみつ

ごま風味サラダ 牛乳・豚中肉・むきえび たまねぎ・キャベツ・もやし 蒸し中華麺・油・ごま油
24 木 塩焼きそば ○ にら・にんじん・きゅうり ごま・さとう 782 28.8

ミルクゼリｰピｰチソｰスかけ 粉寒天・生クリーム ホールコーン・黄桃缶 ゴマペースト

あんかけ たけのこ入りわかめスープ 牛乳・卵・豚中肉・いか 干ししいたけ・にんじん・ねぎ 米・麦・油・でんぷん
25 金 ○ むきえび・豆腐 たけのこ・だいこん・チンゲン菜 819 27.6

チャーハン 冷やしトマト 生わかめ トマト さとう・くず粉・ごま油

梅ごはん(季節) 唐草焼き 拌三絲 牛乳・豆腐・卵・わかめ 梅干し・干ししいたけ・にんじん に米・じゃがいも・ごま
か ら く さ や バンサンスー

28 月 ○ たけのこ・さやいんげん さとう・でんぷん・油 868 27.9
じゃがいものごまみそ和え みそ・ひじき きゃべつ・きゅうり はるさめ

冷やし フライドポテト 牛乳・豚中肉・みそ にんじん・たまねぎ 冷中華麺・油・ごま油
29 火 ○ 干ししいたけ・はくさい・ねぎ 748 26.8

ラーメン くだもの あおのり もやし・果物 さとう・じゃがいも

ビーンズチャウダー 牛乳・ベーコン・豚中肉 にんじん・たまねぎ・エリンギ 食パン・マーガリン・油
30 水 ピザトースト ○ ホールトマト・しめじ・ピーマン 807 31.0

くだもの レンズ豆・生クリーム パセリ・果物 じゃがいも

※献立は都合により変更する場合があります ６月は食育月間です 毎月１９日は食育の日

☆食育とは、何だろう
今月のランチルーム １．生きるうえでの基本であり、知育・徳育・体育の基礎

２-３ １日(火)～ ４日(金) となるものです。
１-１ ７日(月)～１１日(金) ２．さまざまな経験を通して｢食｣に関する知識と｢食｣を選
１-２ １３日(日)～１７日(木) 択する力を取得し、健全な食生活を実践することがで
１-３ ２１日(月)～２５日(金) きます。

３-１ ２７日(月)～７/２ (金) ☆家庭でできる食育？ ｢すみだ食育フェスティバル20１０」
●朝ごはんを毎日食べよう 《世代をこえて、笑顔でつながる

９日(水) 中間考査 ●子どもと一緒に食事をしよう。 楽しい食育》
２２～２４日 ３年修学旅行 ●なるべく家族みんなで食卓を囲む 日時： 平成22年6月15日(水)～20日(日)

ようにしよう。 午前９時～４時
場所： 墨田区役所 １階 アトリウム等


