
スパゲッティミートソース ピザトースト

海藻サラダ 豚肉とコーンの煮込み

フライドポテト
ボイルドサラダ
～オニオンドレッシング～

果物

麦ご飯 中華風炊き込みご飯

酢豚 三鮮豆腐

チンゲン菜スープ ゆで野菜ごまドレッシング

レモントースト チキンライス

鶏肉のハニーマスタード 鶏肉のバーベキューソース

グリーンサラダ 野菜ソテー

ミネストローネ キャベツと豆のスープ

ごまご飯 ゆかりじゃこご飯

魚の香味焼き 肉じゃが

煮浸し えのき入り煮浸し

みそ汁 / 果物 抹茶ミルクかん

麦ご飯 五穀ご飯

鶏肉と野菜の五色煮 さわらの西京焼き

えびと豆腐のくず汁 野菜のおかか煮

みそ汁

中華丼 大豆の炊き込みご飯

ピリ辛こんにゃく 鶏肉の七味焼き

にらたまスープ 野菜炒め

さつま汁

みそラーメン ぶどうパン

大豆小魚芋のいり煮 ラザニア

フルーツアセロラ カントリースープ

麦ご飯 けんちんうどん

鯖のみそ煮 天ぷら

野菜のごま酢 豆乳花

のっぺい汁 / 果物

青大豆ご飯 ヘルシーそぼろ丼

肉豆腐 糸こんと青菜のピリ辛炒め

きゅうりと大根の南蛮漬け すまし汁

大学芋

※学校行事や天候の関係で献立が変わることがあります。 ※牛乳は赤の仲間（血や肉になる）になります。 ※果物以外は、加熱調理してあります。 ※アレルゲンは星印・太字で示しています。

水

長葱,えのき茸,玉葱 33.8

g
さつま芋,砂糖,水あめ,黒ごま,
油 g

糸こんにゃく,人参,もやし,小松菜 kcal

火

豚肉,豆腐

ごま油 きゅうり,大根 31.6 月
鶏肉,わかめ ふ

豚肉,鶏肉,高野豆腐 精白米,押麦,油,砂糖 人参,椎茸,玉葱,生姜,さやいんげん 895青大豆,わかめ

油,砂糖
人参,糸こんにゃく,玉葱,さやいんげ
ん kcal ごま油,砂糖

18
精白米 750

31

32.0

鶏肉 片栗粉,さつま芋
こんにゃく,人参,大根,小松菜
 /あまなつ g g

月
白ごま,砂糖 人参,大根,もやし,きゅうり 34.7 金

豆乳,脱脂粉乳,寒天 砂糖,黒砂糖

17
鶏肉,油揚げ,豆腐 うどん,油,里芋 人参,ごぼう,こんにゃく,大根,長葱 755

さば,みそ 砂糖,片栗粉 生姜 kcal きす,たまご さつま芋,薄力粉,油

精白米,押麦 770
28

kcal

生姜,人参,玉葱,椎茸,キャベツ,ピー
マン 31.5

g g

金
アセロラジュース パイン缶,みかん缶,りんご缶 32.7 木

豚肉,高野豆腐 じゃが芋,春雨,油

14
ぶどうパン 861

大豆,かえり煮干し,牛乳 片栗粉,さつま芋,油,砂糖 kcal 豚肉,チーズ ペンネ,油,砂糖,バター,薄力粉

豚肉,みそ 中華めん,ごま油,油,すりごま
にんにく,生姜,長葱,人参,玉葱,もや
し,にら 834

27
トマト缶,にんにく,セロリー,玉葱,人
参,マッシュルーム kcal

玉葱,人参,もやし,キャベツ,ピーマン 35.0

g 豚肉,豆腐,みそ さつま芋 大根,人参,キャベツ,長葱,小松菜 g

木
豆腐,たまご 片栗粉 玉葱,にら 32.7 水

ベーコン 油

13

大豆,鶏肉,昆布,油揚げ 精白米,もち米,油,砂糖 人参 799

油,砂糖,ごま 糸こんにゃく,人参,さやいんげん kcal 鶏身 ごま,砂糖,ごま油

豚肉,うずら卵,★むきえび,
★いか

精白米,油,片栗粉,ごま油
生姜,人参,たけのこ,椎茸,玉葱,もや
し,白菜,チンゲン菜 771

26
kcal

さわら,西京みそ 砂糖,ごま kcal

★むきえび ,豆腐,鶏肉 片栗粉 人参,白菜,長葱 31.0 火
かつおぶし キャベツ,小松菜,もやし,人参 35.7

g 豆腐,わかめ,みそ 長葱,三つ葉 g

12

精白米,押麦 808
25

小松菜,キャベツ,人参,えのき茸 29.8

わかめ,油揚げ,みそ じゃが芋
玉葱
 /パインアップル g 牛乳,寒天 砂糖 抹茶 g

精白米,きび,ひえ,あわ,アマラ
ンサス 715

鶏肉 さつま芋,油,片栗粉,砂糖 人参,たけのこ,チンゲン菜 kcal

火
油揚げ 小松菜,もやし,にんじん 37.5 月

11

ちりめんじゃこ 精白米,押麦,ごま 788

しいら ごま,砂糖 長葱,玉葱 kcal 豚肉,高野豆腐 油,じゃが芋,砂糖

精白米,押麦,ごま 766
24

人参,糸こんにゃく,椎茸,玉葱,グリン
ピース kcal

人参,キャベツ 34.1

ベーコン,白いんげん
トマト缶,セロリー,にんじん,玉葱,
キャベツ,ほうれん草 g ベーコン じゃが芋

玉葱,人参,キャベツ,白いんげん,さや
いんげん g

月
油

キャベツ,きゅうり,ブロッコリー,玉
葱 30.8

金
ベーコン バター

10

鶏肉 精白米,バター,油
玉葱,人参,マッシュルーム,グリン
ピース,トマトジュース 839

鶏肉 はちみつ レモン kcal 鶏肉 砂糖

食パン,バター,砂糖 レモン 806
21

にんにく,生姜,玉葱,りんご,レモン kcal

きゅうり,もやし,にんじん,キャベツ 31.6

g g

金
豆腐,鶏肉 ごま油 椎茸,長葱,チンゲン菜 29.2

木
みそ 砂糖,ごま油,ねりごま

7

豚肉 精白米,油,砂糖 椎茸,たけのこ,小松菜 727

豚肉 じゃが芋,片栗粉,油,砂糖
人参,玉葱,椎茸,たけのこ,ピーマン,
生姜 kcal 豚肉,豆腐,★むきえび 油,片栗粉,ごま油

精白米,押麦 839
20

にんにく,生姜,長葱,人参,椎茸,チン
ゲン菜 kcal

キャベツ,人参,きゅうり,玉葱 33.3

g ★キウイフルーツ g

木
じゃが芋,油 31.5 水

油

6

赤の仲間 黄の仲間

ベーコン,チーズ 食パン,油 玉葱,マッシュルーム,ピーマン 805

海藻ミックス ごま油,油,砂糖 大根,きゅうり,キャベツ,コーン,玉葱 kcal 豚肉 油,じゃが芋,片栗粉

鶏肉,豚肉,豆腐
スパゲッティ,油,オリーブ油,砂
糖

トマト缶,にんにく,生姜,玉葱,人参 837
19

人参,玉葱,コーン,グリンピース kcal

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和３年度　５月献立予定表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 台東区立忍岡中学校

日
曜

牛
乳

主な食品と働き
日
曜

牛
乳

主な食品と働き

献　立　名
赤の仲間 緑の仲間 エネルギー

血や肉になる 熱や力の元になる 体の調子を整える たんぱく質 血や肉になる 熱や力の元になる 体の調子を整える たんぱく質

黄の仲間 緑の仲間 エネルギー
献　立　名


