
（児童数配布） 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　さば 米 しょうが　ねぎ
みそ むぎ キャベツ　もやし
あぶらあげ さとう こまつな　にんじん
とうふ オレンジ
牛乳　花むすび 米 干ししいたけ　
ぶた肉 ごま たけのこ　にんじん　ほうれんそう
あぶらあげ あぶら キャベツ　もやし　きゅうり　レモン
たまご　ツナ　みそ さとう　じゃがいも たまねぎ　かぶ　さやえんどう
牛乳 米　バター たまねぎ　にんじん
めかじき でんぷん マッシュルーム　パセリ　
クリームチーズ　 さとう キャベツ　きゅうり　りんご　レモン
生クリーム　ヨーグルト あぶら みかん缶　パイン缶　もも缶　
牛乳　豆乳 スパゲティ　あぶら セロリ　にんにく
ぶたにく　だいず こむぎこ　さとう たまねぎ　にんじん
粉チーズ　かんてん　 バター ホールトマト　ピーマン
ゼラチン　生クリーム チョコレート キャベツ　きゅうり　ホールコーン
牛乳 食パン　バター　さとう セロリ　たまねぎ　にんじん
豆乳 あぶら　アーモンド マッシュルーム
たまご じゃがいも りんご　
ぶた肉　だいず こめ粉
牛乳　 米　 にんにく　たまねぎ　にんじん
とり肉 バター ピーマン　はくさい
ベーコン あぶら　じゃがいも パセリ　キャベツ
ぶた肉　ソーセージ さとう きゅうり　
牛乳　 米　むぎ たけのこ　にんじん　
とり肉　あぶらあげ さとう さやえんどう　しょうが　
とうふ　みそ　わかめ こんにゃく たまねぎ　干ししいたけ　
かんてん　ゼラチン じゃがいも みかんジュース
牛乳　 ミルクパン たまねぎ　にんじん
ぶた肉 あぶら パセリ　　キャベツ　
たら じゃがいも にんにく　セロリ　こまつな
ベーコン　レンズまめ こむぎ粉　パン粉 りんご
牛乳　さけ　たまご 米　むぎ しょうが　ねぎ　さやいんげん
ベーコン　ぶた肉 はるさめ たまねぎ　にんじん
きびなご あぶら　でんぷん もやし　
あおのり こめ粉 こまつな
牛乳　 ちゅうかめん たまねぎ　キャベツ
ぶた肉　あおのり あぶら もやし　にんじん　レモン
たまご さとう しょうが　えのきたけ　こまつな　
かんてん みかん缶　パイン缶　もも缶
牛乳　ぶた肉 米　むぎ　あぶら にんにく　しょうが　ねぎ
みそ ごま　さとう たまねぎ　干ししいたけ　にんじん
えび でんぷん　 ピーマン　キャベツ　きゅうり
とうふ　わかめ くず粉 りんご
牛乳　とり肉 うどん にんにく　しょうが　たまねぎ
あぶらあげ　みそ ごま にんじん　たけのこ　干ししいたけ
わかめ さとう　しらたま粉 ねぎ　こまつな　もやし　きゅうり
きなこ じょうしん粉 あしたば
牛乳　ベーコン　 バターロールパン セロリ　たまねぎ　にんじん
さけ　 バター　 マッシュルーム　パセリ　
生クリーム こめ粉　じゃがいも キャベツ　きゅうり
ツナ はちみつ　あぶら ホールコーン　いちご
牛乳　とり肉 米　むぎ しょうが　たまねぎ　にんじん
きびなご あぶら　さとう 干ししいたけ　さやいんげん
ぶた肉 ごま　でんぷん ごぼう　だいこん
生あげ　たら こんにゃく しめじ　はくさい　ねぎ　オレンジ
牛乳　 米 にんにく　しょうが　セロリ
ぶた肉 あぶら　こめ粉 たまねぎ　にんじん　キャベツ

じゃがいも　チャツネ きゅうり　ホールコーン
バター　さとう りんご

牛乳　とり肉 ちゅうかめん きゅうり　しょうが　にんにく
みそ あぶら たまねぎ　にんじん　干ししいたけ
ひよこ豆 でんぷん ねぎ　りんご缶
だいず じゃがいも みかん缶　パイン缶　もも缶
牛乳 米　むぎ しょうが　にんにく　ねぎ
ツナ　ひじき さとう　ごま　あぶら もやし　ほうれんそう　
いか　ぶた肉　 こんにゃく にんじん　ごぼう
みそ　とうふ じゃがいも だいこん

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。

  　　　　　　　　　　　　　　　　御入学
ごにゅうがく

・御進級
ごしんきゅう

　　　　　　　　　　　　　　　　 おめでとうございます！

　　　　　 「給食
きゅうしょく

の準備
じ ゅ ん び

や片付
か た づ

けを上手
じ ょ う ず

にしよう」

今月
こんげつ

の給食
きゅうしょく

目標
もくひょう

27 水 　　　　　　　ジャージャー麵
スパイシービーンズポテト

ミックスフルーツ
628 24.3

28 木 ごはん
（ひじきとツナの佃煮）

いかのねぎ塩焼き
ごま風味和え

豚汁
605 27.3

26 火 　　　　　カレーライス
フレンチサラダ

りんご
689 18.5

25 月 とりそぼろ丼
小魚のからあげ
ちゃんこ汁

オレンジ（セミノール）
653 30.1

23 土 バターロール
鮭のシチュー
ツナ入りサラダ

いちご
698 26.3

22 金 田舎うどん
ごま酢和え
草だんご

602 23.7

21 木 ごまごはん
豆腐とえびのチリソース

わかめサラダ
りんご

697 31.2

20 水 ソース焼きそば
たまごスープ
杏仁豆腐

673 24.1

19 火 さけチャーハン
はるさめスープ
小魚のからあげ

618 23.5

18 月 ミルクパン
フィッシュコロッケ
キャベツソテー

レンズ豆のスープ　りんご
686 25.7

15 金 たけのこごはん
新じゃがのそぼろ煮

みそ汁
オレンジゼリー

618 23.4

14 木 チキンライス
白菜とベーコンのスープ煮
じゃがいも入りサラダ

662 21.4

13 水 フレンチトースト
（アーモンド風味）

ポークビーンズ
りんご

615 24.7

12 火
スパゲティ

ビーンズソース
コーンサラダ

チョコレートゼリー
697 24.3

11 月 カレーピラフ
アップルドレッシングサラダ

フルーツシャンティ
697 19.5

令和４年　４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

8 金 わかめごはん
五目たまご焼き
ツナ和え

春野菜のみそ汁
681 28.2

7 木 ごはん
さばのみそ煮
おひたし　みそ汁
清見オレンジ

662 28.5

１年生給食スタート

◎ 学校給食の内容について ◎

学校給食の献立は、文部科学省が定める

「学校給食摂取基準」に基づいて作成して

います。

「学校給食摂取基準」では1日に必要な栄養

量の１／３程度を基本とし、日頃の食事で

不足しがちなカルシウムや鉄、ビタミン類、

食物繊維は多めに摂れるよう基準値が決め


