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平　26年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　練馬区立田柄中学塵 

目 �曜 日 �牛 乳 �献　　立　　名 ����赤の食品 ���♯色の食吊 �はの食品 ��こ書畦で 補って欲しい 食品 �栄　養　価 （上段）主食主菜 （下段）副菜汁物‾サートl ����血や肉になる ���働く力になる �体の調子を整える ���エネルギー たんばくれ 

4 �火 �○ �かてめしゼリーフライ ����油揚げおからたまご木綿 ���こめ要しらたき じゃがいもパン粉小麦粉 �こまつなにんじん干すいき ��肉薄 �777＋k迫1 
小松菜のアーモンド和え豆腐の味噌汁 ����豆腐米みそ牛乳わかめ ���でん粉三遷精米ぬか油 アーモンド粉 �干し椎琶こぼう玉帯ねぎ ��果物類 �22．4　g 

5 �水 �○ �スロツピージョークリームシチュー ����豚肉レンズまめ札内 　l ���丸パンじゃがいも小麦粉 l �ピーマントマトピューレ ‾　●んにんにく玉覆セロリ ��魚介類 �832　kcal 
くだもの ����牛乳生ク」－ム 粉チーズ ���オ」－フ油米ぬか油 有塩パター �にんじ　LL グリンピースりんご ��きのこ類 �31．6　g 

6 �木 �（⊃ �中華おこわいかの七味焼き ����豚肉いか鶏肉 ���こめもち米三遷糟でん粉 �にんじんこまつな チンケンツアイたけのこ ��三・壬製品類 �772　kcal 
野菜の甘酢あえチンケン葉のスープ ����絹こし豆腐たまご牛乳 ���米ぬか油こま油いりごま �干し椎茸しょうがにんにく ねぎキャベツふなしめじ ��藻類 �40．7　g 

7 �金 �○ �秋味きのこカレーフレンチサラダ ����豚肉レンズまめ牛乳 ���こめ璽じゃがいも小麦粉 　　　　l �にんじんしょうがにんにく 玉葱マッシュルームエリンギ しめじん‾セロリ ��魚介凛 �853＋k過l 
くだもの �������中ざら糖上白糖米ぬか油 有塩パター �ぶな　りし キャベツきゅうり ホールコーン缶詰ぶどう ��柵★難 �252　g 

10 �月 �○ �はいかごはん揚げ魚の彩りあんかけ ����さわらたまこ鶏肉油膿け ���七分つき米麦小麦粉米粉 �にんじん赤ピーマン ＼、が　‾　だけ ��肉類 �841kcal 
かぶの浅さ �兵け呉汁 ���大豆米みそ牛乳 ���でん粉さといも 板こんにゃく米ぬか油 �力ぶしょつ玉葱えのきし 生椎茸♯ピーマンごぼうねぎ ��稟穐類 �36．9　g 

11 �火 �○ �麦こはん麻婆豆腐 ����豚肉米みそ木綿三井 ���こめ妻三濃糖でん粉 �にんじんにらしょうが にんにく玉葱ねぎたけのこ ��魚介蟻 �789　kcal 
野菜とわかめのスープくだもの ����牛乳わかめ ���米ぬ力l油こま油 �干し椎茸キャベツ ��いも類 �30．9　g 

12 �水 �○ �パンプキンパン小松菜のキッシュ ����ベーコンまぐろ缶結 たまごレンズまめ ���パンプキンパンじゃがいも �トマトこまつなにんじん ��肉糟 �764　kくal 
スパイシーポテトフライレンズ豆のスープ ����牛乳生クリーム 粉チーズ ���米ぬか油 �玉葱セロリキャベツ ��きのこ頬 �28．7　g 

13 �木 �○ �こはん豚肉の三州， ��煮 ��生揚げ豚肉牛乳 ���こめ三温糖突きこんにゃく ■が　　‾油 �のざわなにんじんこまつな し‾が玉葱干し椎茸 ��卵類 �824　kcal 
野沢菜ふりかけ梅のり和え抹茶ゼリー ����Lbす干し刻みのり アガー生クリーム ���じやいも上白糖」ま 米ぬか油 �よっ きゅうりキャベツねり穐 ��柵集積 �28．2　g 

14 �金 �○ �こんぶこはん魚の紅葉焼き ����鶏肉油揚げ鮭豚肉 ���こめ妻三温糖 　　　　1ヽ �にんじんこまつな干し椎茸 ‾‾－1‾ん　しめじ ��豆・豆製品積 �790　kcal 
きのこけんらん汁 ����木納豆ヰ牛乳刻み昆布 ���板こんにゃく米ぬ力油 マヨネーズごま油 �こぽっだししぶな えのきたけねぎ ��賽物凛 �37．8　g 

17 �月 �○ �こはんさつまいもコロッケ ����豚肉たまご油揚け ���こめさつまいも小麦粉 †、‾　　か �こまつなにんじん玉萄もやし ��魚介欄 �871kcal 
野菜のごま酢和え大根のみそ汁 ����米みそ牛乳 ���／ン燃＝濃糖米ぬ油 すりごま �だいこんねぎ ��禦類 �26．2　g 

18 �火 �○ �スパゲティーミートソース ����ベーコン豚肉たまご ���スパゲッティー上白糖 　1－フ油 �パセリにんじんトマトピューレ ホールトマト缶括かぼちゃ ��三・ヨ製風類 �890　kcal 
かぼちゃのマフィン ����牛乳粉チーズ 生クリーム ���小麦粕オ」 有塩パター �にんにくしょうが玉鬱 ��きのこ糟 �32．1g 

19～21日は冬考査のため、給食はありません。 

25 �火 �○ �キムチチャーハン ����豚肉鶏肉たまご牛乳 ���こめ妻上白糖 �にんじんチンケンツアイ 　　　　‾り ��魚介鶏 �826　kcal 
中華サラダ粟米湯（ス‾ミ‾タン）「忘忘忘「 �������線豆はるさめでん粉 米ぬか油すりこまごま油 �はくさいもやしさゆつ しょうが玉穂とうもろこし ��＊鶏 �27．8　g 

26 �水 �○ �じゃこわかめごはん五目卵焼㌻‾7／ ����たまご鶏肉油揚げ 　　　＼ ���こめ上白糖三温糖 �にんじんあさつき生椎茸 　だ1‾んキペツ玉葱 ��肉類 �772　kcal 
切干大根の含め煮キャベツの味噌汁 ����米みそ牛乳わ力め しらす干しひじき ���マヨネーズ米ぬか油 �切干し－LL　や えのきたけ ��いも爆 �30．6　g 

27 �木 �○ �高野豆腐のそぼろ丼 ����鶏肉凍り豆陣米みそ ���こめ麦三温糖 　　　か・ �にんじんさやいんげん こまつなしょうが玉鬱 ��卵類 �809　kcal 
みそドレッシングサラダ野菜椀くだもの ����木綿豆腐牛乳 ���頓こんにゃく米ぬか油 ごま油 �干し椎茸きゅうりキャベツ もやしだいこんねぎ温州蜜柑 ��穫★鶏 �32．9　g 

28 �金 �○ �フィッシュバーガー ����ホキたまご鶏肉 ���丸パン小麦粉パン粉 �ブロッコリートマトピーマン 　　ベいホール⊃－、 ��豆・王製品類 �787　k温1 
ブロッコリーサラダトマトスープ ����ベーコン牛乳 ���上白糖じゃがいも 米ぬか油有塩バター �トマトキヤツ　　ン 玉零 ��きのこ蠣 �35．4　g 

栄養素 ���エネルギー �タンパク賓 �脂質 �カルシウム ��鉄 �ビタミン ���食物1線雑 ��食塩相当暮 
kcal �g �　　％ （摂取エネルギー全体） �mg ��mg �A〟gREIBlmg ��B2mglcmg �g ��g 

11月平均 ���812 �31．1 �29 �394 ��3．3 �糾7lo．52 ��0．64l43 �6．4 ��3．5 

摂取基準 ���820 �25′）40 �摂取エネルギー 全体の25－30％ �450 ��4．0 �3∞tO・0 ��〇・00l35 �6．5 ��3．0 

※2年生は28日（金）、校外学習のため給食はありません。

郎∃の献立か句　　　　　　　　　　※食材料等購入の都合により、礫

★4日（火）郷土料理（埼玉県）…埼玉県の郷土料理である「かてめし」と「ゼリーフライ」を取り入れました。

★26日（水）地産地消献立
‥区内小中学校一斉に19日（食青の日）に練馬産キャベツが納品され、給食の食材として使用されます。

食青の一環として、地域の自然や文化、産業に関する理解を深め、生産に携わる人たちへの感謝の心を育む黄重な機会と

なります。田柄中では冬考査中のため、26日（水）のみそ汁に使用します。

採れたてのキャベツのおいしさを味わいましょう。 鍵


