
日 曜日 献立
牛
乳

血や肉になる食品 力や熱になる食品 体の調子を整える食品
エネルギー
（kcal）

蛋白質
（ｇ）

2 月
ごはん 若竹汁 さばのごまみそ焼き
新じゃがのそぼろ煮

○ 生わかめさば みそ 赤みそ 豚ひき肉
米ごま じゃがいも 三温糖

でんぷん
ねぎ たけのこ たまねぎ にんじん

さやいんげん 757 28.3

6 金 中華おこわ 豆腐の変わりスープ 魚のナッツ炒め ○ 鶏肉 ほたて 卵 冷凍豆腐 鶏肉 たら
米 もち米 三温糖 サラダ油 ごま油
でんぷんアーモンド でんぷん 油

にんじん たけのこ ねぎ 干しいたけ
しょうが 小松菜 たまねぎ にんじん

たまねぎ ピーマン しょうが
816 35.1

9 月 焼きそば ビーンズポテト フルーツポンチ ○ 豚肉 いか 大豆
蒸し中華麺 サラダ油 じゃがいも

でんぷん 油 上白糖

キャベツ にんじん もやし たけのこ
干しいたけ 黄桃 パインアップル

みかん
777 30.4

10 火

11 水 チリソース丼 豆腐とわかめのスープ 清見オレンジ ○ むきえび いか 冷凍豆腐 生わかめ
米 米粒麦 ごま油 でんぷん 油 三温糖

ごま

ねぎ たまねぎ 小松菜 にんじん
しょうが にんにくもやし

清見オレンジ
754 27.8

12 木
グリンピースごはん みそ汁 いわしの香味揚げ
もやしの甘酢

○ 冷凍豆腐 みそ 生わかめ いわし
米 もち米じゃがいも ごま油 油

でんぷん 三温糖 ごま
グリンピース 小松菜 たまねぎ ねぎ
しょうが もやし きゅうり にんじん 747 28.2

13 　金 カレーミートドッグ 豆乳スープ パインアップル ○
ミックスチーズ 豚ひき肉

白いんげん豆 牛乳 生クリーム 豆乳
鶏肉

コッペパン パン粉 サラダ油
じゃがいも でんぷん

たまねぎ にんじん しょうが
にんにくキャベツ 小松菜

パインアップル
746 30.5

16 月 ごはん 五月汁 さわらの西京焼き 糸寒天のゴマ酢和え ○
冷凍豆腐 豚肉 西京みそ さわら

油揚げ 糸寒天
米サラダ油ごま 三温糖

こんにゃく にんじん ふき たけのこ
さやえんどう もやし にんじん

きゅうり
745 33.5

17 火 チンジャオロース丼 にらたまスープ メロン ○ 豚肉 赤みそ卵
米 米粒麦 ごま ごま油 でんぷん

 三温糖 サラダ油 じゃがいも

たまねぎ もやし ピーマン 赤ピーマン
たけのこ しめじ しょうが にんにく

にら メロン
748 26.8

18 水 チキンライス ミルファンティ 魚のエスカベッシュ ○ 鶏肉 卵 粉チーズ ベーコン 豆あじ
米 米粒麦 バター サラダ油 でんぷん

油  三温糖

たまねぎ マッシュルーム
グリンピースたまねぎ にんじん

セロリ パセリトマト
レモン にんにく

748 28.2

19 木 ビスキュイパン ポトフ バナナ ○ 卵 ウインナー ベーコン
ミルクパン バター 小麦粉 アーモンド

三温糖 じゃがいも
キャベツ たまねぎ にんじん

小松菜バナナ 809 24.6

20 金
ごはん みそ汁 スタミナコロッケ 拌三糸

○ みそ 卵 豚ひき肉
米 パン粉 小麦粉 じゃがいも 油

ポテトフレーク ごま ごま油 三温糖

たまねぎ 小松菜 えのきだけ キャベツ
にら にんにく もやし きゅうり

にんじん
830 26.3

23 月

24 火
品川丼 野菜汁 ヨーグルト

○
卵 さくらえび いか 油揚げ

ヨーグルト
米 小麦粉 米粒麦 油 でんぷん 三温糖

たまねぎ にんじん ごぼう小松菜
たけのこ にんじん 819 24.1

25 水
ゆかりごはん 中華コーンスープ ししゃものごま焼き
炒合菜

○ 卵 鶏肉 ししゃも 豚肉
米 米粒麦 ごま でんぷん 小麦粉

ごま油 春雨 サラダ油

ゆかり たまねぎ ホールコーン
にんじん クリームコーン

チンゲンサイ キャベツ  もやし ねぎ
たけのこ にら 干しいたけ にんにく

769 29.6

26 木
大豆入りドライカレー 人参ドレッシングサラダ
冷凍みかん

○ 大豆 粉チーズ 豚ひき肉 ベーコン
米 米粒麦 サラダ油 バター 小麦粉

オリーブオイル 上白糖

ピーマン たまねぎ にんじん
ホールトマト しょうが にんにく

キャベツ もやし きゅうり
ホールコーン 冷凍みかん

764 26.3

27 金 親子丼 みそ汁 五目豆 ○
卵 鶏肉 刻みのり 冷凍豆腐 みそ

生わかめ大豆 豚肉 刻み昆布
米 米粒麦 三温糖 サラダ油

たまねぎ にんじん小松菜 えのきだけ
ごぼう にんじん 788 33.0

30 月 ぶどうパン ポークシチュー ピクルス パイン羹 ○ 豚肉 白いんげん豆 粉寒天
ブドウパン 小麦粉 じゃがいも

サラダ油 赤ザラメ 三温糖
オリーブオイル 上白糖

たまねぎ にんじん グリンピース
にんにく きゅうり セロリ にんじん

パインアップル
807 27.0

31 火 こぎつねごはん 田舎汁 もずく入り卵焼き ○
豚ひき肉 油揚げ 冷凍豆腐 みそ

卵 鶏ひき肉 塩抜きもずく
米 米粒麦 ごま 三温糖 サラダ油

じゃがいも

にんじん 大根 ごぼう こんにゃく ね
ぎ さやえんどう しょうが ほうれん草

たまねぎ 干しいたけ
795 33.4

令和４年度５月 献立表

※献立は食材や行事の都合により変更する場合があります。

※果物は旬のものを業者さんと相談の上、注文します。

＊開校記念日（給食なし）＊

＊体育祭振替休業日（体育祭予備日）＊

品川区立鈴ケ森中学校

体育祭応援！献立

品川ご当地献立

鈴小・鈴中共通給食


