
凸凸凸凸凸凸凸出色2月献立表凸凸aaaa凸凸む 　　　　　　　　　　　　　　　練馬区＿由柄中学校 

白 � �� � �赤の食品 �葵色白ロ 働く力になる �体の調子を整える 　　　≡二土 �し 補って欲しん＼ 食品 �エネルギー たんば＜策 � 
日　乳 ���（上段）主食主菜 （下段）副菜汁物デザート �血や肉になる 

2 �月○ ���ごぼう入りドライカレー アーモンドサラダすりおろしりんごゼリー �豚肉大望牛乳アカー �こめ菱上白糖有塩パター 米ぬか油アーモンド �にんじんピーマントマト缶50 にんにくしょうがセロリ玉葱 ごぼうキャベツきゅうり りんご �陶類 いも類 �820kGal 26．3g � 

3 �火 ��○ �節分こはんいわしの梅煮　　紛虻 �大豆油揚げ鶏肉牛乳 �こめもち米上白糖三温糖 さといもでん粉光ぬか油 �にんじんなばなこまつな 干し椎茸梅干し（塩洲しょうが �品 �820k（al 32．5g � 
菜の花の甘みそかけ吉野汁 チリピーンズドックポトフ �まいわし �ごまさ由 �ねぎキャベツだいこん 

4 �水 ��○ ��大豆豚肉ベーコン豚肉 �コッペパン小麦粉 �にんじんパセリ玉葱にんにく �魚介類 �799　kcal � 
ウインナー牛乳 �じゃがいも米ぬか油 �キャベツ湾美オレンジ にんじんさやいんげん こまつな干し椎茸たけのこ �きのこ翔 �36．0g 

くだもの �ビザチーズ �有塩パター こめ麦米こうじ 突きこんにゃく三温糖 

5 �木 ��○ �ゆかりこはん始の塩麹焼き �さわら豚肉油揚げ ���豆・豆製品爆 　薬耀 �778k冶1 35．3g � 
こんにゃくと野菜のごま煮青菜のみそ汁 一はんみそかつ　　受蕨応援献立 �牛乳 �米ぬか油ごま油いりこ読 すりごま �玉愁えのきたけ 

6 �金 ��○ ��豚肉たまご八丁味噌 �こめ小麦粉パン粉≡演能 �にんじんあさつきにんにく �魚介類 �802　k（辺l � 
」 和風サラタ和風もず＜ス－プ �木綿豆腐牛乳もすく �米ぬか油ごま油いりごま �キャベツきゅうりえの書たけ にんじんこまつな玉葱 干し椎茸たけのこ グリンピースはくさいごぼう だいこん �いも額 �32．8g 

9 �月 ��○ �頼子丼 �鶏肉たまご焼き竹鶴 �こめ三温糖こんにゃく じゃがいもすりこま ��小魚瀬 果物蟻 �8（：冶kcal 31．8g 
白菜とちくわのコマ和えみだ＜さんのみそ汁 きんぴら／トカーコーンチャウダー くだもの �絹こし豆錦牛乳 �米ぬか油 

10 �火 ��○ ��さつま揚げベーコン �丸パン三温糖じゃ机lも �にんじんパセリごぼう玉葱 �肉超 �8C略　k腿1 �� 
牛乳スライスチーズ 生クリーム �小麦粉ごま油いりごま 米ぬか油有塩バター �とうもろこし缶詰はるか �きのこ類 �27．8g 

12 �木 ��○ �じゃこチャーハン春巻き �豚肉たまご牛乳 �こめ要録望はるさめ でん堆書巻の皮三温糖 �葉ねぎにらにんじんしょうが にんにくねぎ干し椎茸たけのこ �豆・豆製品類 いも類 �770kくaI 292g � � 
伴三糸卵とわかめのスープ 雑穀ごほん鯖の韓国風焼き �しらす干しわかめ �米ぬか油ごま油いりご謬 �もやしきゅうりザーサイ 

13 �金 ��○ ��さば絹こし豆腐牛乳 �こめ表書ぴあわ岩代米 上白糖こんにゃくさといも �こまつなにんじんにんにく ねぎしょうがえのきたけ �内項 凛痛 �779k戊1 332g �� 
小松菜とえのさのお浸しけんらん汁 麦こはん家常豆腐 ��ごま油いりごま光ぬか油 �ごぼうだいこん 

16 �月 ��○ ��生揚げ豚肉木綿豆腐 �こめ麦≡温糖でん粉 �にんじんにらしようが 干し椎茸たけのこにんにく �小魚類 樺実頒 �8j6kGal 30．6g �� 
にらたまスープくだもの �たまご牛乳 �米ぬか油しま油 こめもち米こんにゃく 三遷糎上白糖じゃ机lも �ねぎキャベツくだもの 

17 � �火 �○ �磯おこわ鮭のちゃんちゃん焼 �鶏肉油揚げ鮭木綿望腐 ��にんじんピーマンもやし キャベツ玉葱ごぼうだいこん �卵類 きのこ類 �758kcal 37．8g �� 
いなか汁 �牛乳刻み昆布ひじき �米ぬか油いりしま 有望バター �ねぎ 

18 � �水 �○ �坦々つけめん �豚肉牛乳扮寒天 �蒸し中攣めん三温糖上白糖 米ぬか油すりごま芝麻醤 �にんじんこまつなねぎ もやし玉葱にんにく �豆・豆製品類 いも規 �851k由l 30．0g �� 
野菜の甘酢あえおかしなおかしな目玉焼 黒糖パンほうれん革とチーズのオムレツ ��ごま油 �しょうがキャベツもも缶 

19 � �木 �○ ��鶏肉たまごベーコン 牛乳生クリーム �黒砂糖パン三温糖 �ほうれんそうにんじん玉葱 セロリキャベツぶなしめじ �魚介類 葉物類 �815kcal 31．6g 
バジルポテトキャベツスープ郷土料理 高菜こはん餃肥天　（宮崎曜） �ピサチーズ粉チーズ �じゃがいも米ぬか油 �とうもろこし 

20 ��金○ ���とびうおすけとうだら �こめでん粉黒砂糖≡温糎 �たかな漢にんじんしょうが �肉類 �m　kcal 
絞り塁潟たまご油揚げ �じゃがいもごま油 �ねぎ切干しだいこん玉葱 にんじんピーマントマト缶詰 にんにく玉葱とうもろこし �きのこ頼 �29．8　g 

切り干し大根の含め煮わかめのみそ汁 �牛乳†つかめ �いりごま米ぬか油 

23 ��月○ ��ピ‾フスパイシーソース添え �冷凍えび醜肉 レンズまめ牛乳 �こめ小麦粉はちみつ ��豆・豆製品類 �808　kcal 
フ　Jl ごぼうチップスサラダくだもの こはん豆アジの南蛮漬け‾ ��有墟パター米ぬか蘭 �マッシュルームしょうがごぼう キャベツきゅうりくだもの �譲頚 �28．8　g 

24 ��火○ ���豆アジ豚肉油揚げ 木組豆腐牛乳 �こめ上白糖でん粉三温糖 こんにゃくじゃがいも いりごま米ぬか油 �こまつなにんじん玉葱 キャベツごぼうだいこんねぎ �内規 果物類 �824k（冶1 31．4g 鰹のふりかけ小松菜のピーナッツ和え 
豚汁　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　らつか抑 

食塩抱当t ビタミン ��食物tli鰻 

積素「忘一　　g　（鰐虹ス‰＿全仕，　叩　　Ⅷ ������A〟gREBlmg a43　0．50 �B2mg　Cmg 0．66　37 �g �g 

3 ���6．0 �3．6 

摂取基準　820　25～40　㌫　4即　40 ������300　　0．50 �0．60　　　35 �6．5 �3．0 

弘之革製基旦旦裏地＿24旦遡一

望志慧蓋慧慧要望霊監
旦旦＿地＿＿艶公私立…立春の前日である「節分」にちなみ、大臥りの混せこはんとし掛を取。入れた献立です。

また、菜の花のほろ苦さで書を感じてもらえたらと思います。

望迫＿適法＿鮎盟豊‥層崎県の最盛地区に伝わる「離扶」という揚げかまぼこを、給食室で手作りします。
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