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ごはん、さとう、さつまいも

31 水
メキシカン
カレーピラフ

ポトフ
パンプキンパイ

703 19.8

いんようぎゅうにゅう、なまク
リーム、ちょうりようぎゅうにゅ
う、ベーコン、とりにく、ぶたに
く、ウインナー

たまねぎ、ホールコーン、マッシュ
ルーム、あかピーマン、きピーマ
ン、ピーマン、セロリ、キャベツ、
にんじん、かぼちゃ、パセリ

バター、こむぎこ、しろごま、
ごはん、さとう、あぶら

30 火 ごはん
さかなのまつまえに
おひたし
みそしる

658 23.9

いんようぎゅうにゅう、さんま、
かくぎりこんぶ、あかみそ、しろ
みそ

しょうが、キャベツ、もやし、
ほうれんそう、にんじん、たま
ねぎ、ねぎ

しろごま、ごはん、おしむぎ、
あげあぶら、でんぷん、さとう

28 日
ドライカレー

ライス
ひよこまめいりサラダ
くだもの（りんご）

718 22.4

いんようぎゅうにゅう、ぶたひき
にく、とりひきにく、ひよこま
め、

にんにく、しょうが、セロリ、
たまねぎ、にんじん、ピーマ
ン、キャベツ、きゅうり、りん
ご

しろごま、ごはん、しおこう
じ、じゃがいも

26 金 わかめごはん
とりにくのからあげ
からしあえ
きのこのかきたまじる

696 28.2

いんようぎゅうにゅう、たまご、
とりにく、はなむすび

しょうが、キャベツ、にんじ
ん、もやし、こまつな、しいた
け、しめじ

しょくパン、マーガリン、しろ
ごま、こむぎこ、さとう、ごま
あぶら、サラダあぶら

25 木 ごはん
さけのしおこうじやき
とさあえ
いなかじる

620 28.2

いんようぎゅうにゅう、さけ、こ
まかいけずりぶし、とうふ、あか
みそ、しろみそ

キャベツ、もやし、こまつな、
にんじん、たまねぎ、だいこ
ん、ねぎ、ほうれんそう

ごはん、あかざらめ、みずあ
め、サラダあぶら、さんおんと
う、ごまあぶら、じゃがいも

24 水
ガーリック
トースト

れんこんチップスサラダ
チリコンカーン
くだもの（しおみかん）

571 23.3

いんようぎゅうにゅう、ちりめん
じゃこ、ぶたひきにく、だいず

にんにく、れんこん、キャベツ、きゅう
り、こまつな、にんじん、ホールコー
ン、たまねぎ、ホールトマト、あかピー
マン、ピーマン、しおみかん

れいとううどん、こむぎこ、マ
ヨネーズ、やまといも、さと
う、あぶら

23 火
やきとり
ごはん

キャベツのなんばんふう
ごじる
カルピスゼリー

718 34.1

いんようぎゅうにゅう、たまご、
にゅうさんきんいんりょう、とりに
く、きざみのり、ぶたにく、あぶら
あげ、とうふ、だいず、しろみそ、
あかみそ、こなかんてん、こなゼラ
チン

キャベツ、にんじん、ごぼう、
だいこん、ねぎ、こまつな、み
かんかん

こむぎこ、しろごま、ごはん、
おしむぎ、あげあぶら、じょう
しんこ、でんぷん、ごまあぶ
ら、いとこんにゃく、さとう

22 月 きつねうどん
おこのみやき
くだもの（かき）

614 26.2

いんようぎゅうにゅう、たまご、
とりにく、あぶらあげ、いか、け
ずりぶし

たまねぎ、にんじん、しょう
が、ねぎ、こまつな、キャベ
ツ、かき

しろごま、ごはん、さとう、ご
まあぶら、つきこんにゃく、
じゃがいも

19 金 ごはん
さかなのかおりあげ
いとこんにゃくのあえもの
むらくもじる

577 25.1

いんようぎゅうにゅう、たまご、
とうふ、あじ、あおのり

にんにく、しょうが、キャベ
ツ、にんじん、きゅうり、たま
ねぎ、こまつな

まるパン、さとう、でんぷん、
あげあぶら、じゃがいも

18 木
ごはん
こんぶの
ふりかけ

きりぼしだいこんのあつやきたま
ご　こんにゃくのピリリに
なめこじる

664 27.3

いんようぎゅうにゅう、たまご、
ほそぎりこんぶ、けずりぶし、と
りひきにく、あかみそ、しろみ
そ、とうふ

にんじん、ほししいたけ、きり
ぼしだいこん、さやいんげん、
ごぼう、なめこ、ねぎ

しろごま、ごはん、おしむぎ、
もちごめ、あげあぶら、でんぷ
ん、さとう

17 水
てりやき
チキン
バーガー

スパイシーポテト
やさいスープ

527 24.1

いんようぎゅうにゅう、とりに
く、ぶたにく

しょうが、キャベツ、たまね
ぎ、にんじん、ホールコーン、
こまつな

スパゲティー、オリーブオイ
ル、さんおんとう、じゃがい
も、サラダあぶら、はちみつ

16 火
あきのやまじ

ごはん

こざかなのごまがらめ
キャベツとえのきのおひたし
すましじる

538 21.1

いんようぎゅうにゅう、きびな
ご、とりにく、あぶらあげ、とう
ふ

しめじ、にんじん、えのきた
け、キャベツ、たまねぎ、ねぎ

しょくパン、バター、くろご
ま、こむぎこ、サラダあぶら、
さつまいも、さとう

15 月
わふうツナ
おろし

スパゲティー

ハニーマスタードサラダ
くだもの（りんご）

649 23.9

いんようぎゅうにゅう、ツナ、き
ざみのり

だいこん、はねぎ、キャベツ、
きゅうり、にんじん、りんご

ごはん、おしむぎ、さとう

12 金
おさつ
トースト

コーンサラダ
あきのカレーシチュー
くだもの（みかん）

725 23

いんようぎゅうにゅう、ちょうり
ようぎゅうにゅう、なまクリー
ム、ぶたにく、ひよこまめ

キャベツ、きゅうり、ホール
コーン、にんじん、たまねぎ、
にんにく、セロリ、しめじ、さ
やいげん、みかん

むしちゅうかめん、サラダあぶ
ら、さとう、でんぷん、しらた
まこ

11 木
むぎいり
ごはん

やきざかなのみぞれかけ
ヘルシーあえ
みそしる

593 27.3

いんようぎゅうにゅう、さば、わ
かめ、とうふ、しろみそ、あかみ
そ、あぶらあげ

しょうが、だいこん、ねぎ、し
めじ、えのきたけ、にんじん、
キャベツ、たまねぎ

くろごま、ごはん、もちごめ、
さつまいも、あげあぶら、でん
ぷん、ごまあぶら、こんにゃく

10 水
しせんふう
やきそば

フルーツしらたま 719 25.1

いんようぎゅうにゅう、えび、ぶ
たにく

しょうが、たまねぎ、にんじん、た
ｋのこ、もやし、ほししいたけ、
キャベツ、ニラ、みかんかん、パイ
ンかん、ももかん、

ソフトフランスパン、マカロ
ニ、こむぎこ、バター、

9 火
きんとき
おこわ

いかのかりんあげ
いそかあえ
けんちんじる

610 28

いんようぎゅうにゅう、いか、き
ざみのり、とりにく、とうふ

しょうが、キャベツ、もやし、
にんじん、ほうれんそう、ごぼ
う、だいこん、ねぎ

しろごま、こむぎこ、アーモン
ド、でんぷん、さとう、ごは
ん、おしむぎ、じゃがいも

5 金
ソフト
フランス
パン

かぼちゃのグラタン
やさいサラダ
くだもの（きょほう）

649 23.4

いんようぎゅうにゅう、ちょうり
ようぎゅうにゅう、こなチーズ、
とりにく

たまねぎ、かぼちゃ、にんじ
ん、パセリ、キャベツ、きゅう
り、きょほう

4 木 ゆかりごはん
こざかなのごまやき
アーモンドあえ
みそしる

600 22.9

いんようぎゅうにゅう、ししゃ
も、あかみそ、しろみそ、とうふ

キャベツ、もやし、こまつな、
にんじん、たまねぎ、ゆかり、
ねぎ

20.7

いんようぎゅうにゅう、とりに
く、あぶらあげ、わかめ、あおの
り

たまねぎ、にんじん、しょう
が、ねぎ、こまつな、もやし、
きゅうり

れいとううどん、しろごま、さ
とう、ごまあぶら、あげあぶ
ら、じゃがいも

20.9

いんようぎゅうにゅう、たまご、
ぶたひきにく、ぶたにく、とうふ

ほししいたけ、ねぎ、ちんげんさい、に
んじん、にんにく、しょうが、だいこ
ん、こまつな、もやし、たまねぎ、はく
さい、キムチ

しろごま、ごはん、ごまあぶ
ら、さとう、でんぷん、サラダ
あぶら

3 水 わかめうどん
もやしのあまずあえ
じゃがいものからあげ

560

2 火
たんたん
チャーハン

だいこんのナムル
キムチスープ

608

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 墨田区立菊川小学校
すみ だ く りつ きく かわ しょうがっ こう

日 曜
こんだてめい 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）






