
シャーレン豆腐

中華おこわ 白菜スープ

たこ焼きポテト

けんちんうどん 清美オレンジ

つくね焼き

ごはん 小松菜のからししょうゆ和え

沢煮椀

フレンチサラダ

カレーライス フルーツヨーグルト

中華豆腐スープ

レタスチャーハン 大豆と小魚の揚げ煮

こんにゃくサラダ

親子丼 白菜のすまし汁

15 水

肉豆腐

きんぴらごはん すまし汁

さばの薬味焼き

麦ごはん 茎わかめの和風サラダ

具だくさんみそ汁

マカロニグラタン

ココアパン グリーンサラダ

ペイザンヌスープ

ひじき入り厚焼き玉子

ごはん おひたし

　海苔の佃煮 のっぺい汁

さわらの西京焼き

お赤飯 おかか和え

豚汁

ソパ・デ・アホ

パエリア 抹茶ケーキ

れんこんじゃこサラダ

そぼろピース丼 根菜汁

冷凍りんご

だいこんサラダ

きな粉あげパン えび団子のスープ

筑前煮

梅ちりめんごはん なめこのすまし汁

にぎすのピリ辛ソース

子ぎつねごはん 吉野汁

清美オレンジ

棒餃子

とんこつラーメン アンデスメロン

みそじゃが

かてめし つみっこ

　給食なし　（午前授業）

31 金

刻み昆布　凍り豆腐　油揚げ
米みそ　鶏もも肉
飲用牛乳

米　小麦粉　片栗粉　三温糖
炒め油　こんにゃく　揚げ油

さやいんげん　干し椎茸　ごぼう
れんこん　人参　ほんしめじ　ねぎ
だいこん

837

２４．６

30 木

焼き豚　なると　豆乳　出汁昆布
豚ひき肉
飲用牛乳

蒸し中華麺　なたね油　餃子の皮
ごま油　片栗粉

キャベツ　にら　ほうれん草　ねぎ
玉ねぎ　生姜　にんにく　もやし
人参
メロン

774

３１．９

29 水

にぎす　油揚げ　鶏ひき肉
鶏もも肉
飲用牛乳

米　もち米　白すりごま　ごま油
こんにゃく　炒め油　三温糖　片栗粉

小松菜　白菜　干し椎茸　人参
生姜　ねぎ　唐辛子粉　にんにく
清美オレンジ

794

３２．２

28 火

鶏もも肉　ちりめんじゃこ
油揚げ
乳酸飲料（ジョアいちご）

米　白炒りごま　三温糖　じゃがいも
こんにゃく　炒め油

梅　ごぼう　れんこん　干し椎茸
小松菜　だいこん　さやいんげん
たけのこ　人参　ねぎ　なめこ

725

２４．７

い

ち

ご

ジ
ョ

ア

27 月

きな粉　ちりめんじゃこ　鶏ひき
肉
えびすり身　たまご
飲用牛乳

パン　三温糖　揚げ油　すり白ごま
春雨　サラダ油　片栗粉　ごま油

だいこん　キャベツ　玉ねぎ　生姜
小松菜　白菜　ねぎ　干し椎茸
人参

750

３０．７

24 金

豚ひき肉　木綿豆腐　粉かつお
ちりめんじゃこ　米みそ
飲用牛乳

米　練りごま　サラダ油　三温糖 グリーンピース  れんこん　ごぼう
キャベツ　きゅうり　ほんしめじ
だいこん
りんご

865

３３．４

800

４０．５

23 木

えび　ほたて　いか　ベーコン
ウインナー　たまご　調理用牛乳
甘納豆（あずき）
飲用牛乳

米　オリーブ油　生パン粉　小麦粉
バター　三温糖

マッシュルーム　玉ねぎ　人参
ピーマン　赤ピーマン　パセリ
ホールトマト　ほうれん草

801

２４．７

22 水

さわら　ささげ　西京みそ　豚肉
しらす干し　おかか　絹ごし豆腐
油揚げ　米みそ
飲用牛乳

米　もち米　黒いりごま　三温糖
じゃがいも

小松菜　キャベツ　白菜　人参
ごぼう　ねぎ　だいこん

21 火

たまご　海苔　ひじき　豚ひき肉
調理用牛乳　鶏もも肉　木綿豆腐
飲用牛乳

米　三温糖　糸こんにゃく　片栗粉
炒め油

干し椎茸　パセリ　玉ねぎ　人参
キャベツ　だいこん　ねぎ 796

３４．７

20 月

チーズ　調理用牛乳　ひよこまめ
ベーコン　鶏もも肉
飲用牛乳

ココアパン　マカロニ　バター
小麦粉　サラダ油　炒め油　三温糖

マッシュルーム　ブロッコリー
パセリ　キャベツ　小松菜
とうもろこし　セロリ　人参
玉ねぎ

800

３０．４

17 金

さば切り身　茎わかめ　生揚げ
米みそ
飲用牛乳

米　麦　ごま油 ほうれん草　小松菜　キャベツ
しめじ　だいこん　ねぎ　人参
唐辛子粉　にんにく

794

２９．４

16 木

焼き豆腐　鶏もも肉　豚もも肉
油揚げ
飲用牛乳

米　ごま油　糸こんにゃく　三温糖 ごぼう　人参　干し椎茸　ねぎ
さやいんげん　えのきたけ
小松菜　だいこん　にんにく

750

３２．６

14 火

たまご　鶏もも肉　油揚げ
飲用牛乳

米　三温糖　糸こんにゃく　片栗粉
サラダ油

玉ねぎ　人参　干し椎茸
小松菜　キャベツ　ねぎ　白菜 781

３１．４

13 月

サケ　豚ひき肉　絹ごし豆腐
大豆　ちりめんじゃこ
飲用牛乳

米　炒め油　ごま油　片栗粉
三温糖　水あめ　白炒りごま　揚げ油

赤ピーマン　黄ピーマン　ねぎ
レタス　生姜　人参　白菜
だいこん　小松菜　干し椎茸

733

３２．９

えび　ベーコン　木綿豆腐
豚ひき肉　鶏肉
飲用牛乳

米　もち米　ごま油　炒め油
三温糖　片栗粉

たけのこ　干し椎茸　玉ねぎ
白菜　ピーマン　人参　生姜 782

３６．８

10 金

豚もも肉　ロースハム
調理用ヨーグルト
飲用牛乳

米　小麦粉　バター　サラダ油
じゃがいも　炒め油　三温糖
上白糖

ほうれん草　キャベツ　人参
玉ねぎ　生姜　にんにく
みかん缶　パイナップル　黄桃

881

２６．１

9 木

たまご　鶏ひき肉　豚ひき肉
押し豆腐　油揚げ
飲用牛乳

米　白炒りごま　パン粉　三温糖
片栗粉

玉ねぎ　たけのこ　人参　生姜
小松菜　白菜　だいこん　ごぼう
干し椎茸

772

３２．５

　　　　　 　　　　         　　 　　　5 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

8 水

たまご　たこ　おかか　青のり
鶏もも肉　ベーコン　油揚げ
飲用牛乳

うどん　小麦粉　揚げ油　炒め油
こんにゃく　さといも　じゃがいも
片栗粉

小松菜　干し椎茸　ねぎ　人参
ごぼう　だいこん
清美オレンジ

714

２３．５

たんぱく質(g)

7 火

3年生なし（修学旅行） 

3年生なし（代休） 給食試食会 



　

小松菜　　　　西東京市
ほうれん草　　西東京市
だいこん　　　西東京市
ねぎ　　　　　埼玉県
しめじ　　　　長野県
セロリ　　　　静岡県
にんにく　　　青森県
さやいんげん　鹿児島県
ピーマン　　　茨城県
にんじん　　　徳島県
きゅうり　　　群馬県
白菜　　　　　茨城県
キャベツ　　　愛知県
にら　　　　　栃木県

ぶきのとう　　山形県
じゃがいも　　鹿児島県
ごぼう　　　　青森県
生姜　　　　　高知県

デコポン　　　熊本県
清美オレンジ　愛媛県

米　　　　　　　新潟県
米　　　　　　　岩手県
かんぴょう　　　栃木県
干し椎茸　　　　九州
大豆　　　　　　北海道
ちりめんじゃこ　宮城県

４月の給食で使用した給食食材の主な産地について

西東京市立保谷中学校

５月の献立より

フランスパンを入れて作られているそうです。給食では、フランスパンの代わりにパン粉を使います。

秩父地方のＢ級グルメとして親しまれています。じゃがいもの天ぷらに甘めのみそたれをかけます。

つみっこ

　今月の行事について

　5月20日（月）、21日（火）は３年生修学旅行及び代休のため、３年生のみ給食実施なしとなります。

野菜 野菜 米　乾物　海藻など

お申込みいただいた方、ご来校お待ちしております。

５月２１日（火）12時より給食試食会を実施します。

　２３日（木）　スペイン料理の献立

みそじゃが

パエリア

スペイン東部バレンシア地方発祥の郷土料理で、お米、野菜、魚介、お肉などの食材を

炊き込んで作ります。

ソパ・デ・アホ

スペインに伝わる伝統的なスープです。「ソパ」は、スープという意味があり、「アホ」はにんにく

を意味するスペイン語です。名前のとおり、にんにくをきかせたスープで、本場では角切りにした

　３１日（金）　埼玉県の郷土料理の献立　（埼玉県秩父市、埼玉県本庄市）

かてめし

秩父地方で作られている郷土料理です。炊き込みごはんの仲間です。

給食試食会について

本庄市の郷土料理で、昔から栽培が盛んだった小麦を使ってお団子を作り、野菜と一緒に煮込みます。

                                                  

≪ ５月の地場農産物について ≫                                                              

キャベツ、だいこん、小松菜、ほうれん草                                                             

西東京市にある田倉農園さんより                                 

レタス、ねぎ、小松菜、ほうれん草を都築農家さんより                   

届けていただく予定です。 


