
（家庭数配布） 墨 田 区 立 小 梅 小 学 校

血や肉や骨になる食品 熱や力のもとになる食品 体の調子を整える食品

（あか） （きいろ） （みどり） (kcal) （ｇ）

牛乳 米 ふき
あぶらあげ　花むすび ごま しょうが
さわら　みそ　あおのり じゃがいも たまねぎ
とうふ　わかめ えのきたけ
牛乳　 スパゲティ　あぶら セロリ　にんにく　たまねぎ
ぶた肉 米粉　ごま にんじん　ホールトマト　
かんてん さとう ピーマン　はくさい　もやし

バター こまつな　りんご
牛乳 あぶら　 しょうが　干ししいたけ　たけのこ
ぶた肉　むきえび もち米 もやし　きゅうり
わかめ　 はるさめ　さとう にんじん　たまねぎ　ホールコーン
ベーコン　たまご でんぷん こまつな　
牛乳 食パン にんにく　パセリ　たまねぎ
ぶた肉 バター にんじん　ホールトマト　
だいず あぶら 赤ピーマン　ピーマン　キャベツ
キドニービーンズ 米粉　さとう きゅうり　ホールコーン　オレンジ
牛乳　 米　バター たまねぎ　コーン　パセリ　きゅうり
とり肉 じゃがいも マッシュルーム　赤ピーマン　パイン
ベーコン さとう 黄ピーマン　ピーマン　しょうが
豆乳　生クリーム あぶら にんじん　クリームコーン　キャベツ
牛乳　 ちゅうかめん しょうが　たまねぎ
ぶた肉 さとう　くず粉 にんじん　たけのこ
いか あぶら　でんぷん もやし　はくさい　ニラ　にんにく
みそ じゃがいも メロン
牛乳　ぶた肉 米 干ししいたけ　ねぎ
たまご あぶら チンゲンサイ　にんじん
みそ さとう にんにく　しょうが　
きびなご でんぷん こまつな　たまねぎ　えのきたけ
牛乳　とり肉 米　もち米 しょうが　にんじん　
あぶらあげ さとう　あぶら 干ししいたけ　さやいんげん
こおりどうふ でんぷん キャベツ　
たまご 糸こんにゃく きゅうり
牛乳　ホキ ミルクパン にんにく　しょうが
ベーコン あぶら　でんぷん たまねぎ　キャベツ　パセリ
ぶた肉 さとう　じゃがいも にんじん　エリンギ　ホールコーン
レンズまめ バター こまつな
牛乳　めだい 米 にんにく　パセリ　キャベツ
あぶらあげ あぶら きゅうり　にんじん
とうふ　 パン粉 たまねぎ　えのきたけ　こまつな
みそ さとう りんご
牛乳　ささげ　とり肉 もち米　米 しょうが　にんにく　キャベツ
とうふ　 ごま　さとう にんじん　もやし　こまつな
わかめ　粉かんてん　 でんぷん　さとう たまねぎ　えのきたけ　
粉ゼラチン　生クリーム まめふ ねぎ　クランベリージュース
牛乳　ベーコン 食パン　さとう セロリ　たまねぎ　ホールトマト
きなこ バター　あぶら にんじん　キャベツ　
ぶた肉 じゃがいも　マカロニ きゅうり　ホールコーン　
豆乳 ごま あまなつ
牛乳 米　米粉 パセリ　キャベツ
さけ エッグケアマヨ きゅうり　にんじん
たまご あぶら たまねぎ
あぶらあげ　みそ さとう こまつな　かぶ
牛乳　 米 にんにく　しょうが
ぶた肉　とり肉 あぶら　トック もやし　にんじん
みそ さとう　ごま こまつな　
たまご じゃがいも だいこん　ねぎ
牛乳 米　あぶら にんにく　セロリ　たまねぎ
ぶた肉 バター　米粉 にんじん　キャベツ

さとう　 きゅうり　ブロッコリー
ねりごま すいか

牛乳　 うどん　でんぷん たまねぎ　にんじん
とり肉 ごま　さとう ねぎ　こまつな
あぶらあげ あぶら　こむぎこ もやし　
たまご　とうにゅう ホワイトチョコレート きゅうり
牛乳 ミルクパン　あぶら たまねぎ　マッシュルーム
とり肉　えび マカロニ　バター にんじん
牛乳　豆乳 小麦粉　パン粉 パセリ　
粉チーズ　ベーコン じゃがいも オレンジ
牛乳　とうふ 米　あぶら しょうが　キャベツ　こまつな
かつお でんぷん　さとう にんじん
みそ　あおのり　 アーモンド　 えのきたけ
あぶらあげ　 じゃがいも ねぎ

牛乳は毎日つきます。

献立は都合により変更することがあります。御了承ください。

エネルギー量、たんぱく質量の数値は、中学年のものです。

令和４年　５月　給食予定献立表

日
曜
日 主食 おかず

使　わ　れ　て　い　る　主　な　材　料 エネル
ギー量

たんぱ
くしつ

9 月
スパゲティ
カレーミート

ごま酢あえ
りんご

664 23.7

6 金 ふきとわかめごはん
鰆の西京みそ焼き
ポテトの香味あえ

すまし汁
676 32.1

11 水 ガーリックトースト
チリコンカーン
フレンチサラダ

オレンジ（完熟セミノール）
636 25.1

10 火 中華ちまき
春雨サラダ

中華風コーンスープ
617 22.8

13 金 四川風焼きそば
マーボーじゃが

メロン
650 26.4

12 木 メキシカンピラフ
じゃがいもとコーンのポタージュ

ラム酒入りサラダ
640 17.1

17 火 五目とりめし
高野豆腐の卵とじ
糸こんにゃくの和え物

635 25.2

16 月 坦々チャーハン
たまごスープ

きびなごのからあげ
672 30.0

19 木 ごはん
白身魚のハーブパン粉焼き
野菜のかわりソースがけ

みそ汁　りんご
625 24.6

18 水 魚のチリソースバーガー
リヨネーズポテト
野菜スープ

604 27.6

23 月 豆乳きなこトースト
ミネストローネ
ごまだれサラダ
雪中甘夏

600 21.1

20 金 赤飯
鶏の照り焼き
からしあえ

すまし汁　紅白ゼリー
625 28.5

マカロニグラタン
コンソメスープ
オレンジ（なつみ）

25 水 ビビンバ
トックスープ

じゃがいもの甘辛あえ
697 22.5

24 火 ごはん
鮭のタルタル焼き

カリカリ油揚げのサラダ
みそ汁

685 30.5

699 19.1

　　　　　 「好
す

き嫌
き ら

いしないでたべてみよう！」

26 木 ハヤシライス
グリーンサラダ

すいか

27 金 鶏南蛮うどん
もやしの甘酢あえ

抹茶とホワイトチョコのマフィン
662 23.8

643 30.5

656 25.8

31 火 ごはん
かつおの磯風味
アーモンド和え

みそ汁

30 月 ミルクパン

今月
こんげつ

の給食目
きゅうしょくもくひょう

標

５月２２日 🌸 開校記念日お祝い 🌸

✨ セレクトメニュー ✨

本校では、献立の一部を２種類に設定し、児童自ら食べたいと思う方

のメニューを選ぶことのできる「セレクトメニュー」を実施しています。

保健給食委員会の児童が自分の担当しているクラスに出向き、児童一

人ずつの希望を聞き取ります。今年度も６月からスタートします。初回

はゼリーのセレクトです。選ぶ楽しみと食べる楽しみの両方の経験を積

み重ねていってほしいと思っています。

５月５日 端午の節句

かんこく


