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今月
こん げつ

の目標
もく ひょう

：食事
しょく じ

のマナーを身
み

につけましょう。

きりぼしだいこんのあつやきたまご
ツナサラダ
みそしる

ぎゅうにゅう、ヨーグルト、ぶた
にく、あおのり

ごはん

18 金

11 金 654 24.2

17 木

わかめごはん

16 水

21 月 749 23.8
スパイシーポテト
フルーツヨーグルト

ソース
やきそば

ごはん、おしむぎ、ごまあぶら、
いとこんにゃく、さとう

ぎゅうにゅう、ぶたひきにく、だ
いず、ベーコン、ぶたにく

にんにく、セロリー、たまねぎ、
にんじん、ホールトマト、ピーマ
ン、キャベツ、きゅうり、キャベ
ツ

614 26.1
やさいサラダ
ミネストローネ

カレー
ビーンズ

ホットサンド

マーガリン、まるパン、こむぎ
こ、さとう、ごまあぶら、オリー
ブオイル、じゃがいも、ABCマカ
ロニ

キャベツ、にんじん、たまねぎ、
えのきたけ、ねぎ、ひゅうがなつ

しろごま、ごはん、あかざらめ、
みずあめ、あぶら、さんおんと
う、ごまあぶら、じゃがいも

ぎゅうにゅう、さば、しろみそ、
だいず、とりにく

しょうが、ねぎ、ごぼう、にんじ
ん、さやいんげん、しいたけ、し
めじ、こまつな579 27.3

671 30.3

ぎゅうにゅう、たまご、とりに
く、きざみのり、あぶらあげ、あ
かみそ、しろみそ、とうふ

キャベツのなんばんふう
みそしる
くだもの（ひゅうがなつ）

さかなのねぎみそやき
きんぴらだいず
きのこのすましじる

やきとり
ごはん

ごはん

たまねぎ、キャベツ、もやし、に
んじん、みかんかん、おうとうか
ん、パインかん、りんご

あぶら、むしちゅうかめん、じゃ
がいも、さとう、はちみつ、こな
ざとう

キャベツ、えのきたけ、こまつ
な、ごぼう、だいこん、にんじ
ん、ねぎ

574 29.8

ぎゅうにゅう、あぶらあげ、い
か、はなむすび、わかめ、とりに
く、とうふ

ふき、にんにく、ねぎ、きゅう
り、もやし、にんじん、ほししい
たけ、たけのこ、こまつな

ごはん、あぶら、さとう、でんぷ
ん、ごまあぶら、こんにゃく、
じゃがいも

ぎゅうにゅう、ぶたにく、わかめ にんにく、しょうが、にんじん、
たまねぎ、マンゴチャツネ、きゅ
うり、キャベツ、れいとうくだも
の

バター、しろごま、ごはん、あぶ
ら、こむぎこ、パンこ、さとう、
ごまあぶら

646 28.9

ぎゅうにゅう、えび、ぶたにく、
いか

にんにく、しょうが、ほししいた
け、きくらげ、たけのこ、にんじ
ん、はくさい、ねぎ、ごぼう、そ
らまめ

こんにゃくのピリリに
そらまめ

25.4

しろごま、ごはん、さとう、ごま
あぶら

ぎゅうにゅう、たまご、とりひき
にく、ツナ、とうふ、あかみそ、
しろみそ、わかめ

にんじん、ほししいたけ、きりぼ
しだいこん、さやいんげん、キャ
ベツ、きゅうり、ねぎ

しろごま、ごはん、おしむぎ、あ
ぶら、さとう

ぎゅうにゅう、たまご、ベーコ
ン、メルルーサ、ぶたにく、とん
こつ

にんにく、たまねぎ、にんじん、
ホールコーン、こまつな

ぶどうパン、パンこ、オリーブオ
イル、じゃがいも

22

ぶどうパン

火 650 26.6

31 木 ちゅうかどん

24 木

25 金 757

ふきと
わかめの
ごはん

♪おたのしみこんだて♪

23 水 607 28.3
さかなのハーブパンこやき
こふきいも
イタリアンスープ

いかのとうばんじゃんやき
からしみそあえ
すましじる

たまねぎ、にんじん、ねぎ、こま
つな、

しろごま、うどん、さとう、ごま
あぶら、バター、あぶら、こむぎ
こ、こなざとう

15 火 621 33.7

ぎゅうにゅう、はなむすび、さ
け、とりにく、あぶらあげ、とう
ふ

えだまめ、ごぼう、れんこん、
にんじん、ほししいたけ、さや
いんげん、だいこん、ねぎ

しろごま、ごはん、あぶら、こむ
ぎこ、ごまあぶら、こんにゃく、
さとう

えだまめ
ごはん

ししゃものごまあげ
やさいのいために
いなかじる

ぎゅうにゅう、ししゃも、あぶら
あげ、しろみそ、あかみそ、とう
ふ、わかめ

にこみうどん14 月 646 22.8
もやしのあまずあえ
まっちゃのマーブルケーキ

ぎゅうにゅう、たまご、とりに
く、あぶらあげ、ちょうりよう
ぎゅうにゅう

さかなのしおやき
キャベツとえのきのおひたし
けんちんじる

しろごま、ごはん、おしむぎ、あ
ぶら、こんにゃく、じゃがいも

スパゲティー、あぶら、こむぎ
こ、さとう、バター、じゃがいも

しろごま、ごはん、おしむぎ、あ
ぶら、さとう、いとこんにゃく、
じゃがいも、ごまあぶら

スパゲティー
ビーンズ
ソース

ハニーサラダ
くだもの（ニューサマーオレンジ）

ごもく
チャーハン

こざかなのからあげ
ちんげんさいととうふのスープ

29.1

ごはん、あぶら、ごまあぶら、で
んぷん、こむぎこ

ごはん
（だいずの
ふりかけ）

にくじゃが
もやしときゅうりのあえもの
くだもの（れいとうみかん）

ぎゅうにゅう、きなこ、とりに
く、とんこつ

にんにく、たまねぎ、にんじん、
ほししいたけ、こまつな

10 木 679 25

ぎゅうにゅう、いりだいず、けず
りぶし、あおのり、ぶたにく

たまねぎ、にんじん、ほししいた
け、さやいんげん、きゅうり、も
やし、れいとうみかん

ほししいたけ、ねぎ、きくらげ、
にんじん、にんにく、しょうが、
ピーマン、たまねぎ、しめじ、ち
んげんさい

9 水 650 20.8

ぎゅうにゅう、ぎゅうひきにく、
とんこつ、ひよこまめ

セロリー、にんにく、たまねぎ、
にんじん、ホールトマト、ピーマ
ン、キャベツ、きゅうり、ホール
コーン、ニューサマーオレンジ

644 22
きなこ
あげパン

8

ぎゅうにゅう、えび、ぶたにく、
きびなご、ベーコン、とんこつ、
とうふ火 598

2 水 572 20.8ちまき
ちゅうかサラダ
わかめスープ
くだもの（かわちばんかん）

7 月
ガーリックじゃがバター
スープスパゲティー

日 曜
こんだてめい

ぎゅうにゅう、ぶたにく、あかみ
そ、こなかんてん、こなゼラチ
ン、にゅうさんきんいんりょう

にんにく、しょうが、にんじん、
キャベツ、ピーマン、きゅうり、
みかんかん

ごはん、あぶら、さとう、でんぷ
ん、ごまあぶら、さんおんとう

墨田区立
す み だ く り つ

菊川
き く か わ

小学校
し ょ うがっこう

おもにからだをつくる
しょくひん
（あか）

おもにからだのちょうしを
ととのえるしょくひん

（みどり）

おもにねつやちからになる
しょくひん
（きいろ）

1 火 553 18
ホイコーロー

どん
ちゅうかきゅうり
カルピスゼリー

平成
へいせい

30年度
ね ん ど 　　･･･カミカミメニュー

　　よくかんでたべてほしいメニュー

しょうが、ほししいたけ、たけの
こ、キャベツ、きゅうり、にんじ
ん、たまねぎ、ねぎ、かわちばん
かん

ごまあぶら、もちごめ、さとう

ミルクパン、あぶら、さとう、
じゃがいも、バター、スパゲ
ティー

さとう、うどん、あぶら、じゃが
いも

30 水
セサミ
トースト

キャロットソースサラダ
チキンビーンズ
くだもの（あまなつ）

662 21.1

ぎゅうにゅう、とりにく、とんこ
つ、しろいんげん

たまねぎ、にんじん、マッシュ
ルーム、トマトピューレー、キャ
ベツ、きゅうり、ホールコーン、
あまなつ

しょくパン、マーガリン、さと
う、しろごま、じゃがいも、バ
ター、こむぎこ、あぶら

29 火
ひやし
きつね
うどん

ポテトのおかかまぶし
くだもの（メロン）

540 21.7

ぎゅうにゅう、とりにく、あぶら
あげ、けずりぶし

たまねぎ、にんじん、ねぎ、こま
つな、にんにく、メロン

ぎゅうにゅう、ぶたにく、えび、
とうふ、わかめ


