
  

ご入学・ご進級 おめでとうございます。 

希望と喜びに胸を膨らませ、校門をくぐった１年生の皆さん、２年生・３年生へと進級した生徒の皆

さん、新しい学校生活が始まりました。新しいお友達や先生に囲まれ、うれしい緊張感の中で元気に登

校していることと思います。 

新学期は８日（金）より給食開始です。学校給食は生徒の健康増進や体の成長を図ることを目的とし

た学校教育の一環であり、特別活動として学級活動の領域に位置付けられています。 

皆さんが残さずおいしく食べてくれることを期待して、給食室一同、安心・安全でおいしい給食づく

りに努めてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

・学校給食の栄養価について   

文部科学省で設定している「学校給食摂取基準」に沿って献立作成をしています。 

健康と成長を維持するための目安です。 
 

 中学生一人一回あたり平均栄養摂取量（平成２５年４月より施行） 

エネルギー たんぱく質 脂質 カルシウム 鉄 ビタミン 

ｋｃaｌ ｇ ｇ ｍｇ ｍｇ ＡμｇRE B１ｍｇ B２ｍｇ C ｍｇ 

８２０ ３０ 

25～40 

２２．７～ 

２７．３ 

４５０ ４ ３００ ０．５ ０．６ ３５ 

食物繊維 ６.５ｇ ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ １４０ｍｇ 亜鉛 ３ｍｇ 食塩 ３ｇ未満 
 

・安全衛生について  
国や都の衛生基準とともに、練馬区で定めた安全・衛生管理の手引きに基づいて安全な給食の推進に努めています。 

☆衛生的に作った給食です。食べる皆さんもきれいに洗った手で配膳・食事をしましょう。 
 

・上石神井中学校の給食を作ってくださる方々 

本校の給食調理業務は民間会社に委託されています。 

委託会社は昨年に引き続き「フジ産業株式会社」です。（社員２名、パート調理員５名 計７名） 
 

 

 

 

                            

 

 

 
 

今月の献立より 
 

８日（金）新入生入学お祝いメニュー 
 

新入生の入学をお祝いしてお赤飯を炊きます。 

「おくずかけ」は宮城県の郷土食です。数種類の野菜、油揚げ、豆

麩を椎茸の戻し汁で煮込み、うーめん（そうめんの一種）を加え「く

ず粉」でとろみをつけた精進料理です。給食ではかつお節でだしをと

り、そうめんを代用して作ります。 
 

２２日（金）たけのこご飯・マンダイの変わりソース 
 

旬の新たけのこで混ぜご飯にします。「マンダイの変わりソース」は、

揚げたマンダイに玉葱ドレッシングをかけた料理です。 
 

２７日（水）真珠団子（しんじゅだんご） 
 

肉団子にもち米をまぶして蒸し上げた中国料理の点心の一種で、表面

のもち米が真珠のように輝いて美しいことから「真珠団子」と名付けら

れたそうです。上石神井中では、下ゆでした大豆とねぎ、干し椎茸をみ

じん切りにして肉団子に混ぜています。 
 

 

保護者の皆様へ 

給食費について 

1食３２３円です。 

今年度の予定回数は決定次第お知

らせします。 
 

エプロン等の洗濯について 

給食当番は、エプロンと三角巾を

使用します。週末に持ち帰りました

ら、洗濯をして週明けに持たせてく

ださるようにお願いします。 

数に限りがあり、みんなで使用す

るものなので、紛失しないようにお

願いします。 
 

給食についてのお問い合わせ 

事務室０３（３９２０）９１４２ 

担当：栄養士 本間 

 



牛 エネルギー たんぱく質

乳 （ｋｃａｌ） （ｇ）

ささげ　みそ 牛乳 米　もち米 ごま にんじん

沖さわら 里芋　しらたき いんげん

油揚げ あられ麩

かつお節 そうめん

豚肉 牛乳 米　砂糖 油 にんじん

豚骨 生クリーム じゃが芋

小麦粉

ウインナー　卵 牛乳 食パン　砂糖 油 にんじん

鶏肉　ベーコン 調理用牛乳 コーンスターチ いんげん

豚骨　鶏がら チーズ じゃが芋

いなだ 牛乳 米　こんにゃく 油　ラー油 にんじん

みそ　豆腐 昆布 ワンタンの皮 ごま油 小松菜

かつお節 砂糖　じゃが芋

豚肉　大豆 牛乳　粉寒天 米　じゃが芋 油　ごま ほうれん草

かつお節 しらす干し 砂糖　でん粉 ごま油 いんげん

あおのり こんにゃく にんじん

いか　油揚げ 牛乳 米　でん粉 油 にんじん

豚肉　さつま揚げ 砂糖　春雨 ラー油 青梗菜

鮭　みそ　鶏肉 牛乳 米　砂糖 ごま 小松菜

卵　凍り豆腐 のり こんにゃく にんじん

かつお節 昆布

さば　鶏肉 牛乳 米　砂糖 油 にんじん

豆腐　みそ しらす干し でん粉 ごま 小松菜

かつお節

ツナ缶　ベーコン 牛乳 食パン マーガリン パセリ

鶏肉　手亡豆 じゃが芋 油 にんじん

レンズ豆　鶏がら 砂糖　小麦粉

豆腐　豚肉 牛乳 米　砂糖 油 にら　

大豆　かつお節 わかめ でん粉 ごま油 ほうれん草

鶏肉　鶏がら にんじん

鶏肉　油揚げ 牛乳 米　こんにゃく 油 にんじん

マンダイ　豚肉 砂糖　でん粉 さやえんどう

油揚げ　かつお節 里芋

ハム　ベーコン 牛乳 食パン　砂糖 マーガリン にんじん

豚肉 調理用牛乳 じゃが芋 油　ごま油 パセリ

豚骨 生クリーム 小麦粉 ごま　バター

ししゃも　大豆 牛乳　ひじき 米　でん粉 油 にんじん

砂糖　こんにゃく ごま油

じゃが芋

ツナ缶　卵 牛乳 スパゲティ オリーブ油 小松菜

豚肉　大豆 のり 砂糖　パン粉 ごま　油 人参

もち米

豚肉　みそ 牛乳 米　砂糖 油 にんじん

生揚げ　鶏肉 でん粉 にら　

かつお節

29 金

エネルギー たんぱく質 カルシウム 鉄 塩分

ｋｃａｌ ｇ ｍｇ ｍｇ Ａ（μｇRE） Ｂ１（ｍｇ） Ｂ２（ｍｇ） Ｃ（ｍｇ） ｇ

８２０ ２５～４０ ４５０ ４．０ ３００ ０．５０ ０．６０ ３５ ３．０

８１６ ３１．４ ３９７ ３．３ ２６０ ０．３１ ０．５３ ２６ ３．７

　平成28年度　　　　４月分献立表 練馬区立上石神井中学校

日 曜 献　　　　立　　　　　名
赤の仲間 黄の仲間 緑の仲間

血や肉になる 熱や力のもと 体の調子を整える

8 金

♪新入生入学お祝いメニュー

○

しょうが　ねぎ

大根　干し椎茸
33.8

お赤飯（ごま塩別配缶）　　 ごぼう　たけのこ

おくずかけ（宮城県郷土料理）　清見オレンジ 清見オレンジ

沖さわらのねぎ味噌焼き

月

カレーライス　　福神漬け

○

にんにく　しょうが　セロリ

892

771

玉葱　とうもろこし　福神漬け　清見オレンジ

22.1オニオンドレッシングサラダ キャベツ　きゅうり　りんご

清見オレンジ

12 火

食パン　手作りパインジャム

○

パイン缶　パインジュース

11

815

798 33.4じゃが芋ときのこのオムレツ 玉葱　しめじ　にんにく

春キャベツのポトフ　型抜きチーズ キャベツ　かぶ

31.6パリパリサラダ もやし　ごぼう

五目汁 大根　ねぎ

13 水

ご飯　いなだの照り焼き

○

しょうが　キャベツ

14 木

ご飯　小魚とごまのふりかけ

○

もやし　キャベツ　玉葱

790 26.0野菜の薬味和え　新じゃがのそぼろ煮 しょうが　にんにく　ねぎ

りんごゼリー りんご缶　りんごジュース

15 金

ご飯　いかのかりんとう揚げ

○

しょうが　切干大根

802 31.4切干大根の含め煮 にんにく　ねぎ

ピリ辛春雨スープ 玉葱　もやし大豆　かつお節　豚骨　鶏がら

18 月

鮭ご飯

○

枝豆　キャベツ　玉葱

788 34.6野菜のごま味噌和え もやし　干し椎茸

凍り豆腐の卵とじ たけのこ　グリンピース

19 火

ご飯　さばの塩焼き

○

キャベツ　きゅうり

859

836 36.3じゃこかかごまサラダ にんにく　しょうが　白菜

豆腐つくね汁 大根　干し椎茸　ねぎ

ねぎ　にんにく　もやし

20 水

ガーリックトースト

○

にんにく　キャベツ

33.4野菜のお浸し しょうが　キャベツ

わかめスープ たけのこ　干し椎茸

25.6ツナドレッシングサラダ もやし　玉葱

ビーンズシチュー　りんご とうもろこし　りんご

22 金

たけのこご飯

○

たけのこ　玉葱

78621 木

ご飯　本格麻婆豆腐

○

25 月

シナモントースト

○

キャベツ　きゅうり

さつま揚げ　油揚げ　かつお節豚汁

26 火 ごぼう　大根

34.1マンダイの変わりソース ねぎ　清見オレンジ

のっぺい汁　　清見オレンジ 大根

772

○

783

875

850 25.5春キャベツとハムのごまサラダ 玉葱　とうもろこし

コーンシチュー　りんご りんご

32.7ひじきと大豆の磯煮

学校栄養摂取基準

脂質 ビタミン 食物繊維

摂取エネルギー
の２５～３０％

ご飯　ししゃもの香味だれかけ

827

ねぎ　にんにく

たけのこ　にんにく

清見オレンジ

28 木

ご飯　家常豆腐

○

しょうが　干し椎茸　ねぎ

春キャベツと青菜のごま和え

ｇ

６．５

４月平均 ２９％ ６．３

27 水

練馬スパゲティ

＊食材料購入の都合により、献立を変更する場合があります。

キャベツ　もやし　清見オレンジ

31.3もやしとニラの卵スープ

鶏肉　豚肉　豆腐　みそ　

昭和の日

39.1真珠団子 干し椎茸　キャベツ○

大根　玉葱　ねぎ


