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12月献立表　　★★

．★⊥庵怨★★
練馬区立日柄中学校

日 �曜 日 �牛 乳 �百方　　｛打　　者 �赤の食品 �黄色の食品 �緑の食品 �こ家庭で 補って欲しい 食品 �栄　養　価 （上段）主食主菜■ （下段）副菜汁物デザート �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＜巽 

1 �火 �○ �麦ごほん　カレー肉じゃが �豚こまとりひき肉 �こはんこめ麦じゃがいも 三温推しらたき上白滞 米ぬか油こま油白いりこま �にんじんさやいんげん �肉類 �788kcal 
きんぴらごぼう �さつま揚げ牛乳 ��しょうが∃≡雷こlまう �海策類 �25．1g 

2 �水 �○ �開花丼五巨呉汁 �豚モモたまご大豆・ 塙重厚油請け 赤みそ淡色みそ牛乳 �こめ麦三温糖でん粉 じゃがいも米ぬか油 �にんじん葉ねぎ玉葱 グリンピースごぼうだいこん �きのこ類 果物類 �848kcal 36．4g 

3 �木 �○ �2色揚げパン　ポークピーンズ �きな粉大豆ベーコン 豚こま牛乳 �コッペパングラニュー糖 粉拷じゃがいもマカロニ 上白糖揚げ油米ぬか油 �セロリ玉葱 �緑黄色野菜類 魚介類 �747kcal 29．2g 

4 �金 �○ �こはん　厚揚げの肉みそソース �生揚】ブ豚ひき肉 鶏胸肉たまこ絹貢腐 わかめ淡色みそ牛乳 �こめ要≡温姥でん蕾 �　ヽ にらにんじんしょうがねぎ �芋類 �823kGd 
大根サラダかき卵汁 ��上白糖米ぬか油日いり；＝ま �だいこんキャベツ玉葱 �果物類 �32．4g 

17 �月 �○ �練馬スパゲティ　焼肉サラダ �まぐろ缶詰豚こま 牛乳刻みのり �スパゲッティ一三温楯 突きこんにゃくオリーフ油 米ぬか油こまき由 �にんじん赤ピーマンさやいんげん レモンだいこんもやし きゅうり貢ピーマン �種実頬 小魚類 �797kcal 33．1g 

8． �火 �○ �まいがごはん菊花しゅうまい �藤ひき肉絞り玉偏 かつお削り街娼豆采 油撞け牛乳 �はいが精米舞でん粉 � �きのこ類 �807kGd 
切干大根の含め煮　けんらん汁 ��さといも三二ま油 米ぬか油板こんにゃく �だいこんねぎ切干しだいこん �藻類 �282g 

9 �水 �○ �キャロットライス ハニーサラダ．フルーツ白玉 �鳥こま牛乳 �こめ要さつまいもはちみつ 白玉団子上白滞米ぬか油 有塩バター請け油 �マッシュルームキャベツ みかん缶パイン缶苛も缶 �三・豆製品類 　卵類 �811kcal 20．3g 

10 �木 �○ �磯おこわ魚のさざれ焼き �看鶏肉油揚げ鮭切り身 豚こま生提げ 牛乳刻み昆布ひじき �こめもち米突きこんにゃく ≡温糖パン粉蔽こんにゃく �にんじんこまつなこlまう �．乳類 �836kcal 
みぞれ汁 ��さといも米ぬか油 白いりごまマヨネーズ �だいこんねぎなめこ �果物類 �39．0g 

11 �金 �○ �高菜チヤ．－ハン　いかのチリソース �豚こまいか切り身 �こめ賽上白糖でん粉 ≡温繕米ぬか油ごま油 白いりこま揚げ油 �たかな漢にんじんチンケンツアイ しょうがねぎにんにく たけのこはくさいえのきたけ �小魚類 �845kcal 
五日スープ �たまこ牛乳 ���済頬 �35．0g 

14 �月 �○ �麦ごほん　肉豆腐 �大豆赤みそ豚こま �こめ要しらたきでん粉 ≡温掩こま油白いりこま 米ぬか油白すりごま �にんじんこまつなごぼう にんにくねぎ 玉葱干し椎茸もやし �果物類 �812kcal 
鉄火みそわさびあえ �木綿豆腐牛乳 ���魚介類 �32，6g 

15 �火 �○ �ゆかりごはん　厚焼き卵 �たまこ酵ひき肉 �こめ麦三温轄じゃがいも �にんじんしょうが玉葱 �豆・豆製品類 �878kGal 
じゃが芋のそぼろ煮 �牛乳ひじき �しらたき上白精米ぬか5由 ��きのこ類 �35．2g 

16 �水 �○ �ポテトトースト　かぼちゃのシチュー �鳥こま牛乳ピザチーズ �食パンじゃがいも小麦粉 マヨネーズ米ぬかき由 有塩バター �にんじんパセリ かほうゃセロリ玉葱 �響 �794ぬ1 27．9g 

17 �木 �○ �まいがこはん真砂揚げ �絞り雷扁鳥ひき肉 たまこ糸削り油揚げ �はいが精米要でん粉 �にんじんこまつな玉葱 干し椎茸キャベツ もやしねぎ �様舞類 �794kcal 
味噌汁　おひたし �赤みそ淡色みそ牛乳 しらす干しひじき �≡温糖じゃがいも　沸け油 ��乳類 �27．9g 

18 �金 �○ �メキシカンライス　イタリアンスープ �看鶏肉ウインナー ベーコンたまこ 牛乳粉チーズ �こめ要じゃがいも パン拐米ぬか油 �ピーマン赤ピーマンにんじん こまつなにんにくセロリ 黄ピーマン玉葱 マッシュルームホールゴーン缶詰 �三・豆製品類 　藻類 �762kcal 25．2g 

21 �月 �○ �さつま芋ごはん筑前煮 �鳥こまボンレスハム �こめさつまいもごま油 さとい竜三温糖白いりごま 板こんにゃく米ぬか油 �にんじんさやいんげんしょうが 干し椎茸たけのここまう �魚介類 �823kcal 
ひじきサラダ �牛乳ひじき ��れんこんもやしだいこん �搾頬 �26．9g 

22 �火 �○ �ごまわかめご飯サバの竜田揚げ �さば治捧げ赤みそ 淡色みそ牛乳 炊き込みわかめ �こめ小麦粉でん粉上白糖 �かほろやしょうカーゆず �肉類 �869kcal 
かぼちゃのせ煮　大根の味噌汁 ��三温陀白いりごま揚げ油 �だいこんねぎキャベツ �小魚類 �32，9g 

24 �木 �○ �豆腐と豚肉のあんかけ丼 �豚こま絞り三信 �こめ麦上白糖でん粉くず粉 三温糖こま油 米ぬか油白すりごま �にんじんにらしょうが にんにくねぎ玉葱たけのこ ふなしめじキャベツきゅうり ホールコーン缶詰りんこ りんこシーユース �魚介類 �776kcd 
ごまだれサラタすりおろしリンゴゼリー �牛乳アカー ���乳類 �26．6g 

25 �金 �○ �青菜とコーンのピラフ �ボンレスハム鶏肉モモ ベーコンレンズまめ �こめ麦三温旅じゃがいも 有塩パター米ぬか！由 �にんじんほうわんそう玉葱 ホールトマト缶■士ホールコーン缶霊吉 �種実類 �835kcal 
トマトソースチキン野菜スープ �牛乳 �オリーブ…由 �　　　　⊂⊂】 にんにくセロリキャベツ �きのこ類 �33．5g 

栄養素 �エネルギー �タンパク質 �脂質 �カルシウム �鉄 �ビタミン ����食物繊維 �食塩相当量 
kcal �g �　　％ （摂取エネルギー全体） �mg �mg �ALLgRE �Blmg �82mg �Cmg �g �g 

12月平均 �814 �30．4 �28％ �371 �3．2 �316 �0．52　r �0．60 �35 �6．1 �3．4 

摂取基準 �820 �25′）40 �摂取エネルギー 全体の25－30％ �450 �4．0 �300 �0．50 �0．60 �35 �6．5 �3．0 

※食材料等購入の都合により、献立を変更させていただくことがあります。

生乳産地予定は、千葉県、群馬県、着手県、宮城県、青森県、秋田県になります。

田柄中の給食には、北海道岩見沢市の空地産直センターからrななつぽし米」を使用「しています。
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