
牛 エネルギー たんぱく質

乳 （ｋｃａｌ） （ｇ）

豆腐　豚肉 牛乳　海藻ミックス 米　砂糖 油 にんじん

大豆　鶏がら 乳酸菌飲料 でん粉 ごま油 にら　小松菜

寒天缶　わかめ

鶏肉　大豆 牛乳 丸パン 油 にんじん

豚肉　ベーコン あおのり じゃが芋 小松菜

鶏がら

豚肉　油揚げ 牛乳 米　もち米 油 にんじん

マンダイ　豆腐 砂糖　でん粉 いんげん

かつお節 小松菜

豚肉　みそ 牛乳 米　砂糖 油　ごま　 にんじん

鶏肉　鶏がら でん粉 ごま油 にら

韓国もち 青梗菜

マンダイ 牛乳 米　砂糖 油　ごま にんじん

豚肉　鶏がら ひじき しらたき ごま油 小松菜

じゃが芋 いんげん

豚肉　豆腐 牛乳 米　くずきり ごま油 にんじん

卵　油揚げ 昆布 シュウマイ皮 油 絹さや

大豆　かつお節 でん粉　砂糖

ハム　ベーコン 牛乳 食パン　 マーガリン パセリ

鶏肉　大豆 じゃが芋 油　ごま油 にんじん

砂糖　米粉 ごま　バター

豚肉　鮭 牛乳 米　きび 油　ごま　 にんじん

みそ しらす干し 砂糖　じゃが芋 ごま油 ピーマン

かつお節 こんにゃく 小松菜

鶏肉　ベーコン 牛乳 米　砂糖 バター にんじん

マンダイ　卵 じゃが芋 油 トマト　パセリ

鶏がら マカロニ ほうれん草

鶏肉　豆腐 牛乳　昆布 米　じゃが芋 油　ごま　 にんじん

油揚げ　味噌 しらす干し 砂糖　でん粉 ごま油 小松菜

大豆　かつお節 こんにゃく

17 月

18 火

豚肉　大豆 牛乳 米　でん粉 バター にんじん　トマト

レンズ豆 チーズ 砂糖 油 青・赤・黄ピーマン

サラミ　鶏がら

豚肉　かまぼこ 牛乳 うどん ごま にんじん

油揚げ　きな粉 もち米 ほうれん草

小豆　かつお節 砂糖

豚肉　なると 牛乳 米　砂糖 油　ラー油 にんじん

うずら卵 でん粉 ごま油 青梗菜

鶏がら さつま芋 小松菜

23 日

24 月
鶏肉　マンダイ 牛乳 米　こんにゃく 油 にんじん

油揚げ　豚肉 昆布 じゃが芋　水あめ ごま 小松菜

みそ　かつお節 白玉　でん粉　砂糖

卵　ハム　豚肉 牛乳 食パン バター パセリ　にんじん

豚骨　ベーコン 調理用牛乳 じゃが芋 油 いんげん

ひよこ豆 チーズ トマト缶

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

鮭　油揚げ 牛乳 米　ほうとう 油 にんじん

鶏肉　豚肉 でん粉　米粉 ごま

かつお節 砂糖　里芋
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ミックスドフルーツ（りんご・黄桃・白桃・ラフランス）

＊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。

干しぶどう　りんご　きゅうり　梨

中間考査（１８日・１９日）

しょうが　たけのこ

27 木

チャーハン（炒り卵別配缶）

９月平均 ２９％ ５．６

26 水

○

練馬区立上石神井中学校

＊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。

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％ ６．５

ｇ

779

ねぎ　グリンピース

もやしのピリ辛炒め 大根　干し椎茸

玉葱　グリンピース

30.6春巻き 干し椎茸　もやし

広東スープ

788

おきりこみ（群馬県郷土料理） 白菜　ねぎ

五目旨煮（うずら卵別配缶）

808 34.0インディアンポテト にんにく　キャベツ

キャベツとトマトのスープ セロリ

ハムチーズフレンチトースト

○

金

ご飯　

14 金

たけのこ　白菜

一口おはぎ（粒あん＆きなこ） 干し椎茸　

玉葱　干し椎茸　もやし

19 水

ごぼう　大根　しょうが

♪「まごわやさしい」メニュー

741

831

13 木

オムチキンライス（炒り卵別配缶）

○

しょうが　きゅうり

○

野菜の薬味和え　呉汁 ねぎ　キャベツ　にんにく

762

茄子入りドライカレー

しっぽくうどん　野菜のごま和え

敬老の日 「多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う」日です。

34.0ご飯　いり昆布　豆腐の真砂揚げ

37.0魚のラビゴットソース 玉葱　マッシュルーム

ABCスープ とうもろこし　グリンピース

○

水

きびご飯　豚肉のジンギスカン焼き

○

ねぎ　にんにく　大根

820じゃこ和え りんご　玉葱　ごぼう

石狩汁 キャベツ　もやし

キャベツとハムのサラダ 玉葱　とうもろこし

ビーンズ米粉シチュー　巨峰

36.1

11 火

ガーリックトースト

○

にんにく　キャベツ

12

806

レンズ豆　ひよこ豆　鶏がら もやし　巨峰

801 31.8菊花寿司（炒り卵別配缶） 玉葱　しょうが　たけのこ

菊花シュウマイ　くずきり汁 干し椎茸　とうもろこし

27.6

36.2ひじきサラダ にんにく

韓国風肉じゃが 玉葱　とうもろこし

10 月

♪重陽（ちょうよう）の節句メニュー

○

菊のり　干ぴょう　ねぎ

7 金

ご飯　魚の照り焼き

○

しょうが　もやし

765

791 28.1豚肉とキムチの炒め物 ねぎ　白菜キムチ

トックスープ　梨 玉葱　梨

36.6魚の変わりソース 玉葱　えのき茸

沢煮椀　巨峰 たけのこ　巨峰

6 木

ご飯

○

にんにく　たけのこ

5 水

大根ご飯

○

しょうが　大根

754

817 36.1じゃが豆くん キャベツ　

キャベツのスープ とうもろこし

809 30.2海藻サラダ もやし　とうもろこし　パイン缶

カルピスサワーポンチ

4 火

丸パン　鶏肉のアップルソース

○

玉葱　りんご

3 月

ご飯　本格麻婆豆腐

○

ねぎ　にんにく　しょうが

振替休日

29.4

たけのこ　キャベツ 24.1

緑の仲間
血や肉になる 熱や力のもと

　平成３０年度　　　　 ９月分献立表

日 曜 献　　　　立　　　　　名
赤の仲間 黄の仲間

体の調子を整える

20 木

871

大根　ねぎ

○

にんにく　しょうが　茄子

イタリアンサラダ 玉葱　キャベツ　セロリ

梨

28 金

ご飯　鮭の竜田揚げ

○

しょうが　もやし

玉葱　もやし　梨さつま芋チップサラダ　梨

21 ○

しょうが　にんにく

25 火

秋分の日 「祖先を敬い、亡くなった方を偲ぶ日」です。

♪十五夜メニュー

○

グリンピース　ねぎ

27.7

36.6

ごぼう　干し椎茸

809 36.5五目ご飯　魚のごまみそ焼き たけのこ　大根

豚汁　お月見団子

773

♪「秋分の日」メニュー


