
鶏肉とじゃがいもの揚げ煮

れんこんとひじき すまし汁

のごはん

豆アジの南蛮漬け

わかめごはん キャベツの梅おかか和え

田舎汁

糸寒天のサラダ

チキンカレー ナタデココフルーツポンチ

ポークビーンズ

ビスキュイパン コーン入りサラダ

豆腐のスープ

スタミナ丼 くだもの（すいか）

わんたんスープ

ビビンバごはん くだもの（メロン）

れんずまめのスープ

ペスカトーレ チーズケーキ

鶏肉のから揚げ

ゆかりごはん 千草おひたし

のっぺい汁

ぎせいどうふ

じゃこ菜めし おひたし

なめこのおすまし

豚肉と厚揚げのみそ煮

たこめし 吉野汁

くだもの（甘夏みかん）

いかの南蛮焼き

大豆ごはん おかか和え

じゃがいものみそ汁

チーズサモサ

担担麺 くだもの（さくらんぼ）

さばのネギみそ焼き

麦ごはん ほうれん草の海苔和え

根菜汁

海老と野菜のかき揚げ

具だくさん くだもの（冷凍みかん）

うどん

鮭のみりんしょうゆ焼き

豚肉と桜えびの 胡麻和え

おこわ すまし汁

27

24 月

さば切り身　素干し風焼き海苔
米みそ　混合厚削り節
飲用牛乳

米　麦　三温糖 ほうれん草　キャベツ　にんじん
白菜　ほんしめじ　ごぼう　生姜
だいこん

800

29.2

21 金

豚ひき肉　米みそ　鶏ガラ
サイコロチーズ
飲用牛乳

蒸し中華麺　白練りごま　バター
餃子の皮（小麦）　揚げ油
白練りごま

たけのこ　青梗菜　にんじん　ネギ
玉ねぎ　とうもろこし　にんにく
生姜
さくらんぼ

給食なし（期末考査一日目）

給食なし（期末考査二日目）

26 水

25 火

えび　たまご　かまぼこ　油揚げ
鶏肉　米みそ　出汁昆布
飲用牛乳

うどん（小麦）　小麦粉　上新粉
揚げ油

かぼちゃ　だいこん　白菜　ネギ
にんじん　ピーマン　玉ねぎ
みかん

721

27.9

28 金

桜えび（えび）　焼き豚　鮭
木綿豆腐　油揚げ　出汁昆布
飲用牛乳

米　もち米　ごま油　三温糖
白すりごま

たけのこ　にんじん　キャベツ
ほうれん草　小松菜　だいこん
もやし

753

42.7

27 木

20 木

大豆　油揚げ　いか　しらす干し
かつお節　米みそ　出汁昆布
飲用牛乳

米　もち米　三温糖　片栗粉
じゃがいも

小松菜　キャベツ　白菜　にんじん
だいこん　えのきたけ　ネギ
玉ねぎ

712

36.6

848

30.2

19 水

763

33.5

18 火

たこ　油揚げ　生揚げ　赤みそ
豚もも肉　鶏肉　　出汁昆布
飲用牛乳

米　三温糖　片栗粉　じゃがいも
こんにゃく

キャベツ　ネギ　にんじん　生姜
小松菜　白菜　干し椎茸　にんにく
甘夏みかん

766

34.3

17 月

プ

レ
ー

ン

ジ
ョ

ア

たまご　鶏ひき肉　押し豆腐
ちりめんじゃこ　油揚げ
かつお削り節　出汁昆布
乳酸飲料（ジョア）

米　白炒りごま　三温糖　炒め油 小松菜　干し椎茸　ネギ　にんじん
キャベツ　だいこん　なめこ
万能ねぎ　生姜

給食なし（午前授業）

14 金

鶏もも肉　油揚げ　木綿豆腐
かつお削り節　ゆかり粉
飲用牛乳

米　片栗粉　揚げ油　三温糖
なたね油　片栗粉　こんにゃく

ほうれん草　キャベツ　にんじん
だいこん　ネギ　干し椎茸　生姜 809

29.4

13 木

えび　いか　ホタテ貝　粉チーズ
れんず豆　ウインナー　ベーコン
生クリーム　クリームチーズ
たまご　調理用牛乳
飲用牛乳

スパゲッティ　サラダ油　バター
小麦粉　オリーブ油　炒め油
上白糖　じゃがいも

なす　パセリ　ホールトマト
キャベツ　にんじん　にんにく 827

32.2

12 水

豚ひき肉　たまご　豚肉
飲用牛乳

米　ウエーブわんたん（小麦）
ごま油　三温糖　炒め油

ほうれん草　大豆もやし　にんじｎ
生姜　にんにく　ネギ　だいこん.
青梗菜　干し椎茸
メロン

720

25.4

11 火 給食なし（運動会振替休業予備日）

10 月 休校日（運動会振替休業）

7 金

豚肉　絹ごし豆腐　さば削り節
飲用牛乳

米　ごま油　片栗粉　炒め油 にら　キャベツ　えのきたけ
ネギ　玉ねぎ　生姜　にんにく
にんじん　白菜　青梗菜
小玉すいか

735

30.7

6 木

たまご　調理用牛乳　大豆
豚肉
飲用牛乳

パン　小麦粉　アーモンド
バター　三温糖　なたね油
グラニュー糖　サラダ油　じゃがい
も

キャベツ　ほうれん草　にんじん
とうもろこし　マッシュルーム
玉ねぎ　生姜　にんにく

845

29.1

5 水

鶏肉　糸寒天　ポークハム
飲用牛乳

米　バター　小麦粉　サラダ油
ごま油　三温糖　じゃがいも

玉ねぎ　にんじん　生姜　にんにく
キャベツ　きゅうり　とうもろこし
桃（缶詰）　パイナップル（缶詰）
みかん缶　ナタデココ

824

21.8

4 火

わかめ　豆アジ　かつお節
生揚げ　米みそ
飲用牛乳

米　三温糖　揚げ油　片栗粉 キャベツ　ほうれん草　にんじん
ネギ　梅干し　だいこん　ごぼう
しめじ

726

32.2

たんぱく質(g)

3 月

鶏肉　大豆　ひじき　油揚げ
木綿豆腐
飲用牛乳

米　三温糖　じゃがいも　揚げ油
片栗粉　炒め油

さやいんげん　小松菜　にんじん
れんこん　だいこん　ネギ 880

33.9

　　　　　 　　　　         　　 　　　6 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

のびる学級なし（球技大会） 



　

５月の給食で使用した給食食材の主な産地について

野菜 野菜

レタス　　　　西東京市
ねぎ　　　　　西東京市
ほうれん草　　西東京市
小松菜　　　　西東京市
だいこん　　　西東京市
ブロッコリー　埼玉県
セロリ　　　　長野県
玉ねぎ　　　　佐賀県
さといも　　　千葉県
ピーマン　　　茨城県
えのきたけ　　新潟県
しめじ　　　　長野県
白菜　　　　　茨城県

じゃがいも　　　鹿児島県
ごぼう　　　　　青森県
キャベツ　　　　神奈川県
生姜　　　　　　高知県
にんにく　　　　青森県

果物
清美オレンジ　　愛媛県

米　乾物　海藻　魚など

米　　　　　新潟県
　　　　　　岩手県
青のり　　　愛知県
干し椎茸　　九州
大豆　　　　北海道
卵　　　　　群馬県
たこ　　　　北海道
鮭　　　　　北海道

１３日（木）「ペスカトーレ」は、スパゲッティ料理です。夏野菜のナス、トマトとえび、ホタテ

　今月の行事について
　　６月２１日（金）は、のびる学級は多摩地区開催の球技大会にでかけるため、のびる学級のみ給食なし
となります。詳しくは、行事予定表をご確認ください。

給食試食会について

皆様、ありがとうございました。

イカなどの魚介類を使います。ペスカトーレは、イタリア語で漁師を意味するのだそうです。

三重県の郷土料理

１８日（火）たこめしは、たこが入った炊き込みご飯で、漁業が盛んな三重県の郷土料理です。

読書旬間に合わせた献立

２４日（月）　根菜汁　　「だいこんとにんじんとごぼう」絵本より

　５月２１日（火）に給食試食会を実施しました。３２名の保護者の方よりお申込みがあり、多くの

方々にご参加いただきました。当日はあいにくの雨の中ではありましたが、当日ご来校いただいた

「一口３０回」噛むことを意識しながら食べましょう。

運動会に向けて

の献立です。栄養をしっかりとって、実力を発揮できるといいですね。

イタリア料理

西東京市立保谷中学校

６月の献立より

歯と口の健康週間

この週の給食では、れんこん、糸寒天など、噛みごたえのある食材をいくつか取り入れます。

６月４日から６月１０日は、歯と口の健康週間です。中学生にとって丈夫な歯を作る大事な時期です。

６月８日（土）の運動会に向けて、練習に励んでいるところです。前日の給食では、スタミナ丼

                                                  

≪ ６月の地場農産物について ≫                                                              

キャベツ、ほうれん草、小松菜、じゃがいも、きゅうり ・・・                                                             

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

レタス、玉ねぎ、大根 ・・・                                

都築農家さんより、それぞれ届けていただく予定です 


