
牛 エネルギー たんぱく質

乳 （ｋｃａｌ） （ｇ）

鶏肉　さば 牛乳 米　さつま芋 油 にんじん

油揚げ 昆布 砂糖　米粉 小松菜

かつお節 でん粉

豚肉　豆腐 牛乳 食パン　砂糖 油 小松菜

大豆　鶏がら チーズ コーンスターチ トマト缶

調理用牛乳 米粉　バター

豚肉　なると 牛乳 米　もち米 ごま油 にんじん

うずら卵 シュウマイの皮 油 青梗菜

鶏がら　豚骨 でん粉　春雨

鶏肉　いわし　みそ 牛乳 米　でん粉 油 にんじん

たら　さつま揚げ 昆布 砂糖 小松菜

油揚げ　かつお節

豚肉　大豆　卵 牛乳 米　砂糖 油 にんじん　青梗菜

みそ　生揚げ でん粉 ごま油 ピーマン

豚骨　鶏がら

8 月
鶏肉　大豆　卵 牛乳 米　きび 油 にんじん

豆腐　油揚げ わかめ 干しうどん ごま油 にら

みそ　かつお節 しらす干し でん粉　砂糖

ベーコン　豚肉 牛乳　のり スパゲティ オリーブ油 にんじん　小松菜

鶏がら　卵 しらす干し でん粉　砂糖 油　ごま油 あさつき

ヨーグルト 小麦粉

さんま　みそ 牛乳 米　さつま芋 油　ごま油 にんじん

油揚げ 砂糖　でん粉 ごま　ラー油 小松菜

かつお節

豚肉　ハム 牛乳 食パン　砂糖 マーガリン にんじん

大豆　豚骨 生クリーム じゃが芋 油　ごま油 小松菜

調理用牛乳 米粉 ごま　バター

豚肉　油揚げ 牛乳　粉寒天 米 油　ごま油 にんじん

豆腐　大豆　卵 生クリーム　わかめ 砂糖 ラー油 小松菜

鶏肉　かつお節 調理用牛乳 ココア

16 火
豚肉　ベーコン 牛乳 ねじりパン 油 ピーマン　小松菜

ツナ缶 チーズ じゃが芋 にんじん

鶏がら 砂糖 かぶの葉

ベーコン　鶏肉 牛乳 米　パン粉 バター　油 にんじん　パセリ

鮭　ひよこ豆 チーズ じゃが芋 オリーブ油 ピーマン

豚骨 米粉マカロニ バジル　トマト缶

豚肉　かじき鮪 牛乳 米　こんにゃく ごま　栗 にんじん

大豆　かつお節 昆布 もち米　里芋 油 いんげん

しらす干し 砂糖　でん粉

鶏肉　サラミ 牛乳 米　米粉 油 にんじん

豚骨 生クリーム じゃが芋 バター バジル

チーズ 砂糖 トマト

手亡豆　ハム 牛乳 食パン　砂糖 マーガリン にんじん

豚肉　豚骨 さつま芋　米粉 油　ごま バジル　パセリ

じゃが芋 バター トマト缶

鶏肉 牛乳 米　でん粉 油 にんじん

かつお節 昆布 さつま芋 ごま油 ほうれん草

砂糖　白玉粉

マンダイ　豚肉 牛乳 米　でん粉 油 にんじん

大豆　鶏がら わかめ 砂糖　春雨 ごま油 青梗菜

しらす干し ラー油

豚肉　鶏肉 牛乳　のり 米　こんにゃく 油　ごま にんじん

凍り豆腐　卵 昆布 じゃが芋　砂糖 いんげん

かつお節

鶏肉　ちくわ 牛乳　チーズ 米　こんにゃく 油 にんじん

みそ　油揚げ 調理用牛乳 もち米　砂糖 マヨネーズ 小松菜

鮭　かつお節 昆布 じゃが芋　里芋

豚肉　豆腐 牛乳 米　でん粉 油 にんじん

うずら卵 砂糖　春雨 ごま油 青梗菜

豚骨

豚肉　ベーコン 牛乳　生クリーム 米　じゃが芋 バター　油 にんじん

レンズ豆　大豆 調理用牛乳　粉寒天 米粉　砂糖 ごま油 小松菜　かぼちゃ

鶏がら ひじき　チーズ ココア トマト缶
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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。

摂取エネルギー
の１３～２０％

＊学校給食摂取基準の一部改正により、学校給食摂取基準が改正されました。

27.830 火
ご飯

○

しょうが　にんにく　玉葱

四川豆腐（うずら卵別配缶）

Ｂ２（ｍｇ）

０．６
０．５３

ビタミン

１０月平均

カルシウム
ｍｇ
４５０
３８１

摂取エネルギー
の２０～３０％

31.6

28.8ひじきサラダ 玉葱　とうもろこし

かぼちゃプリン
＊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。

31 水
チリビーンズライス

○

鮭とじゃが芋の香り焼き グリンピース　玉ねぎ

いものこ汁　菊花みかん

にんにく　キャベツ

871

769
もやし　きゅうり　りんご

干し椎茸　たけのこ　

春雨サラダ　りんご

29.7じゃが芋の炒め物 玉葱　干し椎茸

凍り豆腐の卵とじ　菊花みかん

29 月
大山おこわ（鳥取県郷土料理）

○

大根　わらび　たけのこ

806

26 金
ご飯　のりの佃煮

○

ごぼう　たけのこ

779

795 36.7わかめサラダ キャベツ　玉ねぎ

ピリ辛春雨スープ ねぎ　白菜　もやし

842 27.2白玉スープ 白菜　りんご　ねぎ

柿

25 木
ご飯　魚のチリソース

○

しょうが　にんにく

24.2さつま芋と豆のサラダ 玉葱　しょうが

トマトシチュー　梨 にんにく　梨

24 水
ご飯　タッカルビ

○

にんにく　大根　玉葱

24.1イタリアンサラダ セロリ　りんご　もやし

りんご

23 火
バジルトースト

○

キャベツ　セロリ

778

36.1栗ご飯　魚と大豆の甘辛煮 しょうが　みかん

大根と里芋のそぼろ煮　菊花みかん

22 月
米粉カレーライス　福神漬け

○

にんにく　しょうが　玉葱

892

♪十三夜（10/21）メニュー
19 金 ○

大根　玉葱

839

769 35.4鮭のハーブ焼き マッシュルーム　にんにく

ミネストローネ　巨峰 セロリ　巨峰

782 29.3ツナドレッシングサラダ とうもろこし　しょうが

かぶのスープ

18 木
コーンピラフ

○

玉葱　とうもろこし

17 水
ねじりパン　じゃが芋の重ね焼き

○

マッシュルーム　キャベツ

15 月
♪合唱応援メニュー

○

にんにく　ねぎ

35.8ビビンバ（炒り卵別配缶）
わかめスープ　カフェモカ音符ゼリー

793 25.3野菜とハムのサラダ とうもろこし

コーンシチュー　梨 梨

12 金
セサミトースト　

○
もやし　玉葱

860

853 28.3さつま芋チップサラダ ごぼう　大根　

粕汁 キャベツ

846 32.3きのこスパゲティー　じゃこ和え 玉葱　マッシュルーム

ブルーベリーとヨーグルトのマフィン

11 木
ご飯　さんまのかば焼き

○
ねぎ　もやし

10 水
♪目の愛護メニュー

○

えのき茸　にんにく

白菜　ねぎ　柿

しらす入りわかめご飯　
○

玉葱　ごぼう

768 34.0擬製豆腐のあんかけ
打ち込み汁　柿

834 29.6スーミータン たけのこ　茄子

りんご
体育の日 「スポーツに親しみ、健康な心身を培う日」です。

34.2ご飯　鶏肉の味噌焼き ねぎ　白菜

切干大根の含め煮　いわしのつみれ汁

5 金
ご飯　マーボー茄子

○

にんにく　しょうが

4

770 29.8キャベツシュウマイ キャベツ　白菜　しょうが

中華スープ　菊花みかん

木
♪いわしの日メニュー

○

しょうが　大根

805

32.9食パン　手作りみかんジャム にんにく　玉葱　

豆腐ミートグラタン　キャベツのスープ みかんジュース

3 水
八宝おこわ

○

たけのこ　干し椎茸　玉葱

2 火
♪豆腐の日メニュー

○

みかん缶　キャベツ

773

831 29.4さばの塩焼き しょうが　白菜　大根

米粉すいとん　巨峰 しめじ　ねぎ　巨峰

体の調子を整える

1 月
秋の山路ご飯

○

干し椎茸　たけのこ　

　平成３０年度　　　　 １０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

グリンピース　とうもろこし　にんにく　みかん

かぶ　玉葱　にんにく

福神漬け　キャベツ

　みかん

ごぼう　ねぎ　みかん

切干大根

大根　干し椎茸

大根　もやし

♪お弁当の用意をお願いします。

学校給食
摂取基準

　干し椎茸　とうもろこし　ねぎ　りんご

キャベツ　セロリ　しめじ　ブルーベリー

干し椎茸　ぜんまい　しょうが

しょうが　キャベツ　干し椎茸　柿

文化発表会（合唱コンクール）

じゃが芋　酒粕　こんにゃく

9 火


