
牛 エネルギー たんぱく質

乳 （ｋｃａｌ） （ｇ）

大豆　豚肉　卵 牛乳 米　じゃが芋 油 ピーマン

ウインナー 調理用牛乳 ビーフン ごま油 にんじん

ベーコン　鶏がら チーズ 青梗菜

油揚げ　たこ 牛乳 米　もち米　砂糖 油　ごま にんじん

豚肉　生揚げ のり こんにゃく ごま油 いんげん

かつお節 ひじき じゃが芋

豚肉　みそ 牛乳 スパゲティ オリーブ油 トマト

大豆　ツナ缶 チーズ じゃが芋 油 にんじん

ベーコン 砂糖 小松菜

豚肉　大豆 牛乳　しらす干し 米　砂糖 ごま油 小松菜

なると わかめ　乳酸菌飲料 でん粉　 オクラ

かつお節 粉寒天　昆布 くずきり にんじん

ベーコン　卵 牛乳 米　砂糖 バター にんじん

豚肉　大豆 じゃが芋 オリーブ油 パセリ

鶏肉　鶏がら でん粉 青梗菜

豚肉 牛乳　わかめ 米　でん粉 油　ごま 赤・青ピーマン

赤えんどう豆 海藻ミックス 白玉粉 ごま油 にんじん

寒天缶 小松菜

マンダイ　豚肉 牛乳　のり 米　じゃが芋 油 小松菜

油揚げ　みそ しらす干し でん粉　砂糖 ごま油 にんじん

かつお節 こんにゃく ラー油

ちくわ　鶏肉 牛乳　のり 米　砂糖 油 あさつき

かつお節 あおのり 米粉 にんじん

卵　鶏がら 小松菜

ベーコン　マンダイ 牛乳　乳酸菌飲料 食パン 砂糖 バター にんじん　トマト

ウインナー　鶏肉 調理用牛乳 くず粉 油 ズッキー二

豚骨　鶏がら 生クリーム じゃが芋 いんげん　オクラ

豚肉　大豆 牛乳 米　米粉 バター にんじん　トマト

豚骨 生クリーム 砂糖 油 かぼちゃ

16 月

鶏肉　豆腐 牛乳　ひじき 米　水あめ 油　ラー油 にんじん

卵　油揚げ ちりめんじゃこ 砂糖 ごま油 いんげん

みそ　かつお節 昆布 小松菜　かぼちゃ

鶏肉　生揚げ 牛乳 米　でん粉 油 にんじん

鶏がら 春雨　砂糖 ごま油 青梗菜

さんま　みそ 牛乳 米　砂糖 油 小松菜

油揚げ　大豆 でん粉　じゃが芋 ごま にんじん

かつお節　さば節 こんにゃく

鶏肉　豚肉 牛乳 丸パン バター にんじん

ベーコン でん粉

鶏がら じゃが芋

砂糖

鶏肉　豚肉 牛乳 丸パン バター にんじん

ベーコン ヨーグルト じゃが芋

鶏がら

エネルギー たんぱく質 カルシウム 鉄 塩分
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＊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。

＊今月の生乳産地予定は、東京都、群馬県、山梨県、岩手県、青森県、秋田県、宮城県の予定です。

枝豆　とうもろこし

キャベツ　レタス

805 37.1

792 37.8

冷凍りんご

しょうが　にんにく

20 金

※AセットかBセットを生徒が選び、給食委員に注文をしています。

キャベツ　レタス

★甘辛しょうゆ味”照り焼きチキン”が主菜のメニューです。

♪えらんでランチ（給食委員会活動）

レタスとキャベツのスープ

冷凍りんご

★Bセット

丸パン　タンドリーチキン

19 木

♪土用入りメニュー

○

キャベツ　梅

30.4851

メロン

７月平均 ２８％ ５．７

　　　　　７月２１日（土）～８月３１日（金）夏季休業中も「早寝・早起き・朝ごはん」を意識し、規則正しい生活をおくりましょう！

枝豆とじゃが芋のソテー

海の日　 「海の恩恵に感謝するとともに、海洋日本国の繁栄を願う日」です。

７月平均値は、Aセットで計算しています。

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％

ｇ

６．５

丸パン　照り焼きチキン しょうが　にんにく

冷凍パイン 玉葱　セロリ　冷凍パイン

枝豆　とうもろこし

レタスとキャベツのスープ

★スパイシーカレー味“タンドリーチキン”が主菜のメニューです。

○

○
枝豆とじゃが芋のソテー

キャベツ　もやし

しょうが　にんにく　玉葱

たけのこ　小玉すいか

ごぼう

えのき茸　干し椎茸

★Aセット

ご飯　さんまのかば焼き ごぼう　大根

梅おかか和え　呉汁 もやし　ねぎ

30.0セロリ　きゅうり　もやし

13 金

夏野菜の米粉カレー　福神漬け

○

にんにく　しょうが　玉葱

18 水 鶏肉と生揚げのチリソース

ご飯

○

75517 火

ご飯　ちりめん山椒

814

春雨サラダ　小玉すいか

千草焼き

かぼちゃチップサラダ　なすのみそ汁 茄子　大根　ねぎ

792 39.7魚のステーキ　ゆでとうもろこし 玉葱　とうもろこし

夏野菜ポトフ

22.1キャベツとコーンのサラダ

31.0

セロリ　きゅうり　りんご

メロン

35.1ちくわの二色揚げ 干し椎茸　もやし

野菜のお浸し キャベツ

776

882

12 木

食パン　カルピスクリーム

○

にんにく　キャベツ

11 水

奄美の鶏飯（炒り卵別配缶）

○

しょうが　たくあん

801 38.6魚のねぎソースがけ 大根　もやし

カリカリじゃこサラダ　豚汁

29.2海藻サラダ もやし　とうもろこし

フルーツ白玉 みかん缶　パイン缶　黄桃缶

10 火

ご飯　のりの佃煮

○

しょうが　ねぎ

9 月

ご飯　チンジャオロースー

○

しょうが　たけのこ　玉葱

883

840 26.3

卵スープ

じゃが芋のスパイシーソース とうもろこし　玉葱

28.3カリカリ梅わかご飯　 とうもろこし　干し椎茸

ひまわり団子　七夕汁　七夕ゼリー アセロラジュース　みかん缶

6 金

ガーリックライス

○

にんにく　セロリ

♪七夕（7/7）メニュー

○

梅　玉葱　しょうが　大根

7495 木

853 32.8ツナドレッシングサラダ 茄子　キャベツ

メロン

30.5タコめし　ひじきサラダ 干し椎茸　とうもろこし

野菜と生揚げの煮物 きゅうり　しょうが　玉葱

4 水

なすとトマトのスパゲティ

○

にんにく　玉葱

3 火

♪半夏生（7/2）メニュー

○

ごぼう　たけのこ　もやし

756

795 30.7
じゃが芋とチーズのオムレツ 玉葱　とうもろこし

ビーフンスープ　メロン

○

※２年生はオーケストラ鑑賞教室の為、お弁当をご用意ください。

しめじ　もやし　メロン

熱や力のもと 体の調子を整える

2 月

ジャンバラヤ にんにく　しょうが

キャベツ　茄子　とうもろこし　福神漬け　メロン

練馬区立上石神井中学校　平成３０年度　　　　 ７月分献立表

日 曜 献　　　　立　　　　　名
赤の仲間 黄の仲間 緑の仲間

血や肉になる


