
牛 エネルギー たんぱく質

乳 （ｋｃａｌ） （ｇ）

ささげ 牛乳 米　しらたき ごま にんじん

さば　油揚げ 粉寒天 もち米　里芋 小松菜

かつお節 調理用牛乳 砂糖

豆腐　豚肉 牛乳 米　でん粉 油 にんじん

うずら卵　ハム 砂糖　春雨 ごま油 青梗菜

豚骨　鶏がら

ツナ缶　ベーコン 牛乳 食パン マーガリン パセリ

鶏肉　レンズ豆 じゃが芋 油　バター にんじん

大豆　鶏がら 砂糖　米粉

豚肉　サラミ 牛乳　 米　砂糖 油 にんじん

豚骨 生クリーム じゃが芋 バター トマト

チーズ 米粉

焼き豚　なると 牛乳 米　小麦粉 油 にんじん

豚肉　豆腐 春雨　でん粉 ごま油 にら　

卵　鶏がら 春巻き皮 青梗菜

豚肉　ハム 牛乳 食パン　砂糖 マーガリン にんじん

大豆　豚骨 調理用牛乳 じゃが芋 油　ごま油 小松菜

生クリーム 米粉 ごま　バター パセリ

鶏肉　油揚げ 牛乳　わかめ 米　こんにゃく 油 にんじん

アジ　豚肉 しらす干し きび　でん粉 にら

じゃが芋　砂糖 小松菜

豚肉　みそ 牛乳 米　でん粉 油 にんじん

鶏肉　鶏がら ヨーグルト 砂糖　トック ごま油 青梗菜

ピーマン

かじきまぐろ 牛乳 米　砂糖 油　ごま 小松菜　

大豆　かつお節 しらす干し でん粉 ごま油 にら

卵　鶏肉 ラー油 にんじん

鮭　かつお節 牛乳 米　じゃが芋 油　ごま油 小松菜

豚肉　大豆 のり でん粉　砂糖 ラー油 にんじん

昆布 こんにゃく いんげん

鶏肉　ベーコン 牛乳　チーズ 米 バター にんじん

ウインナー　卵 調理用牛乳 じゃが芋 油 いんげん

豚肉　鶏がら トマトジュース

ツナ缶 牛乳 スパゲティ オリーブ油 小松菜

のり 砂糖　水あめ ごま油 かぼちゃ

しらす干し さつま芋 油　ごま にんじん

鶏肉　油揚げ 牛乳 米　砂糖 油　ごま にんじん

豚肉　厚揚げ のり じゃが芋 いんげん

かつお節 こんにゃく

鶏肉　油揚げ 牛乳 米　じゃが芋 油 にんじん

かじきまぐろ でん粉　砂糖 絹さや

豚肉　かつお節 こんにゃく

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

８０８ ３０．５ ３６９ ２．９ ２６７ ０．３５ ０．５１ ２７ ３．４

＊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。

　平成30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

28.5お赤飯（ごま塩別配缶）　さばの塩焼き 干し椎茸

おくずかけ（宮城県郷土料理）　紅白ゼリー

体の調子を整える

10 火

♪新入生入学お祝いメニュー

○

ごぼう　大根

水

ご飯

○

しょうが　にんにく

771

809

干し椎茸　キャベツ　清見オレンジ

クランベリージュース

30.5四川豆腐（うずら卵別配缶） もやし　玉葱　たけのこ

春雨スープ　清見オレンジ

12 木

ガーリックトースト

○

にんにく　キャベツ

11

玉葱　セロリ　福神漬け　清見オレンジ

814 26.0ツナドレッシングサラダ もやし　玉葱

ビーンズシチュー とうもろこし

16 月

チャーハン（炒り卵別配缶）

○

ねぎ　グリンピース

13 金

米粉カレーライス　福神漬け

○

にんにく　キャベツ

30.6春巻き 干し椎茸　もやし

広東スープ しょうが　たけのこ

24.1イタリアンサラダ りんご　もやし　しょうが

清見オレンジ

890

火

シナモントースト

○

キャベツ　玉葱

827

779

清見オレンジ

26.5春キャベツとハムのごまサラダ とうもろこし

コーンシチュー　清見オレンジ

18 水

しらす入りわかめご飯

○

にんにく　大根　しょうが

17

769

804 38.8アジのかみかみバーグ ごぼう　切り干し大根

豚汁　清見オレンジ 玉葱　ねぎ　清見オレンジ凍り豆腐　みそ　豆腐　かつお節

しょうが　にんにく

19 木

ご飯　回鍋肉

○

しょうが　にんにく　ねぎ

39.5野菜のナムル もやし　干し椎茸

にらと卵のスープ 大根　

24.4トックスープ 干し椎茸　大根　玉葱

パインヨーグルト キャベツ　パイン缶

23 月

鮭ご飯

○

枝豆　キャベツ

78720 金

ご飯　魚と大豆の甘辛煮

○

24 火

チキンライス

○

キャベツ　マッシュルーム

大学芋かぼちゃ

25 水

グリンピース　玉葱　かぶ　しめじ

31.8じゃこ和え もやし

30.4レンコンチップサラダ しょうが　もやし

新じゃがのそぼろ煮 玉葱　れんこん

817

○

823 31.0じゃが芋とチーズのオムレツ とうもろこし　にんにく

春キャベツのポトフ

学校給食摂取基準

脂質 ビタミン 食物繊維

摂取エネルギー
の２５～３０％

練馬スパゲティ

885

大根　玉葱

大根　ねぎ

のっぺい汁　　清見オレンジ

金

たけのこご飯

○

たけのこ　玉葱

野菜と厚揚げの煮物　清見オレンジ 清見オレンジ

清見オレンジ

ｇ

６．５

４月平均 ２９％ ５．８

26 木

ご飯　のりの佃煮

＊今月の生乳産地予定は、千葉県、群馬県、岩手県、宮城県、青森県、秋田県、北海道の予定です。

27 35.8魚の変わりソース

29.0もやしのピリ辛炒め 干し椎茸　玉葱○

しょうが　もやし

752

779


