
お浸し

ちらし寿司 すまし汁

清美ダンゴール

中華サラダ

マーボー丼 わんたんスープ

コーン入りサラダ

はちみつレモン カレーポークビーンズ

トースト

ししゃもの磯揚げ

ゆかりごはん キャベツのお浸し

田舎汁

チキンポトフ

ホットドック つぶつぶオレンジゼリー

鮭の照り焼き

ごはん ポテトのごま酢サラダ

　ふきみそ 白菜のすまし汁

新じゃがの揚げ煮そぼろ

わかめごはん 吉野汁

デコポン

春雨スープ

五目チャーハン マーラーカオ

ジャンボ揚げ餃子

しょうゆ オレンジ

ラーメン

鰆のごまみそ焼き

たけのこごはん おかか和え

小松菜のすまし汁

豆腐ハンバーグ

ごはん こんにゃくサラダ

ジュリエンヌスープ

いかのかりんと揚げ

麦ごはん ほうれん草の海苔和え

大平

ひよこまめのサラダ

春野菜の フルーツポンチ

カレーライス

803

４０．２

855

２２．６

豚ひき肉　わかめ　鶏肉　油揚げ
さば削り節　昆布出汁
飲用牛乳

米　新じゃがいも　揚げ油　炒め油
三温糖　片栗粉

れんこん　グリーンピース　玉ねぎ
人参　干し椎茸　小松菜
デコポン

804

２７．３

10 水
737

２７．７

8 月

豆腐　豚ひき肉　米みそ　豚肉
飲用牛乳

米　ごま油　三温糖　炒め油
ウエーブワンタン　片栗粉

にら　ねぎ　生姜　にんにく
キャベツ　きゅうり　きくらげ
人参　だいこん　青梗菜

9 火

11 木

800

えび　たまご　油揚げ
飲用牛乳

米　白炒りごま　三温糖　炒め油 れんこん　かんぴょう　人参
干し椎茸　さやいんげん　小松菜
キャベツ　白菜　だいこん
清美ダンゴール（柑橘類）

給食なし

入学式（給食なし）

３１．３

平成３1年度　　 　　　　　 　　　　         　　 　　　4 月献立表       　　 　 西東京市立　保谷中学校

日 曜 主食 牛乳 おかず デザート
1群・2群

たんぱく質・無機質
主に体の組織を作る

５・６群
炭水化物・脂質

熱や力の元になる

3群・4群
ビタミン

主に体の調子を整える

エネルギー
Kcal

たんぱく質(g)

12 金
767

２６．６

子持ちししゃも　たまご　青のり
生揚げ　米みそ
飲用牛乳

米　小麦粉　揚げ油 ゆかり粉　小松菜　キャベツ　人参
だいこん　ごぼう　しめじ　ねぎ

大豆　豚肉　チーズ
飲用牛乳

食パン　はちみつ　マーガリン
サラダ油　三温糖　小麦粉　バター
炒め油　じゃがいも

キャベツ　ほうれん草　人参
ホールコーン　マッシュルーム
玉ねぎ　トマトピューレ

16 火

ウインナー　鶏もも肉　粉寒天
ベーコン　ゼラチン
飲用牛乳

コッペパン　三温糖　炒め油
じゃがいも

キャベツ　セロリ　だいこん
人参　玉ねぎ　ローリエ
みかんジュース　みかん缶

790

２８．３

15 月

750

２９．５

26 金

豚肉　ひよこまめ
飲用牛乳

米　小麦粉　バター　サラダ油
新じゃがいも　炒め油　三温糖
白すりごま

アスパラガス　キャベツ　人参
玉ねぎ　生姜　にんにく　きゅうり
とうもろこし
パイナップル缶　黄桃缶　みかん缶

17 水

鮭切り身　赤みそ　油揚げ
飲用牛乳

米　三温糖　炒め油　片栗粉
白すりごま　なたね油

ふきのとう　干し椎茸　ねぎ
ピーマン　生姜　人参　きゅうり
白菜　小松菜

プ

レ
ー

ン

ジ
ョ

ア

25 木

いか　焼き海苔　焼きちくわ
木綿豆腐　油揚げ　かつお出汁
飲用牛乳

米　麦　揚げ油　片栗粉 ほうれん草　白菜　キャベツ　人参
生姜　ねぎ　えのきたけ

23 火

さわら　みそ　油揚げ　おかか
しらす干し　木綿豆腐
飲用牛乳

米　白すりごま　三温糖 たけのこ　絹さや　干し椎茸
小松菜　キャベツ　白菜　人参
生姜　ねぎ

22 月

なると　豚肉　豚ひき肉
飲用牛乳

743

３６．７

18 木

751

３２．６

24 水

豚ひき肉　鶏ひき肉　押し豆腐
たまご　調理用牛乳　ベーコン
乳酸菌飲料（ジョア）

米　パン粉　炒め油　三温糖
糸こんにゃく　サラダ油　じゃがいも

玉ねぎ　人参　マッシュルーム
小松菜　キャベツ　ほうれん草 825

３０．３

蒸し中華麺　餃子の皮　ごま油
揚げ油　炒め油　片栗粉

ほうれん草　ねぎ　もやし　人参
生姜　にんにく　キャベツ　にら
干し椎茸
オレンジ

745

２９．２

19 金

たまご　なると　ちりめんじゃこ
鶏肉　調理用牛乳
コンデンスミルク
飲用牛乳

米　ごま油　炒め油　緑豆春雨
小麦粉　キビ砂糖　なたね油
ベーキング粉

小松菜　人参　青梗菜　白菜
干し椎茸　玉ねぎ 809

２９．０

のびる学級なし（遠足） 



小松菜　　　　西東京市
ほうれん草　　西東京市
ねぎ　　　　　西東京市
しめじ　　　　長野県
大根　　　　　千葉県
せり　　　　　茨城県
白菜　　　　　兵庫県
にんじん　　　千葉県
玉ねぎ　　　　北海道
いんげん　　　沖縄県
菜の花　　　　千葉県
キャベツ　　　愛知県
かぼちゃ　　　沖縄県
じゃがいも　　長崎県

舞茸　　　　群馬県
パセリ　　　茨城県
ピーマン　　茨城県
生姜　　　　高知県
にんにく　　青森県
ごぼう　　　青森県

くだもの

いちご　　　栃木県
せとか　　　愛媛県
デコポン　　熊本県

野菜 野菜　くだもの 米　乾物　海藻

米　　　　　　新潟県／岩手
県

かんぴょう　　栃木県
大豆　　　　　北海道

西東京市立保谷中学校

校　長　　　遠藤　淳

　栄養士　　　長田　和美

一年生の皆さんの入学と在校生の皆さんの進級をお祝いして、ちらし寿司の献立です。

17日（水）　ふきみそ

23日（火）たけのこごはん

春の食材、たけのこを使った炊き込みご飯です。

　今月の行事について

　4月23日（火）は、のびる学級で遠足のため、のびる学級のみ給食実施なしとなります。

３月の給食で使用した給食食材の主な産地について

献立より

19日（金）　中華料理

この日のデザートは、中華風蒸しパン　”マーラーカオ”です。キビ砂糖の優しい甘さが加わり、

美味しい蒸しパンに仕上がります。

などの対応をしてくださるのは、指田惠美子さんと野口節子さんです。協力して給食の業務にあたって

春の食材である　”ふきのとう”　を入れて、ふきみそを手作りします。

いきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

　新年度の給食は、4月10日（水）より始まります。

　今年度も安全で美味しい給食を提供できるよう努めてまいります。

　調理校の栄養士は本町小学校の中野美紀さん、中学校栄養士は長田和美です。配膳員として牛乳の提供

25日（木）　大平（おおびら）

”大平”は、長野県の郷土料理で、冠婚葬祭には欠かすことができない料理です。「大いなる大地」を

意味し、大地の恵みである野菜を煮込んで作ります。

10日（水）入学、進級お祝い献立

                                                  

≪ 4月の地場農産物について ≫                                                              

小松菜、ほうれん草、大根                                                              

西東京市にある田倉農園さんより届く予定です。 


