
牛 エネルギー たんぱく質

乳 （ｋｃａｌ） （ｇ）

ツナ缶 牛乳　わかめ スパゲティ オリーブ油 にんじん

海藻ミックス 小麦粉 油　バター かぼちゃ

砂糖　米粉 ごま　ごま油 小松菜

豚肉　鶏肉 牛乳 米　もち米 油 にんじん

大豆　あじ 砂糖　米粉 いんげん

でん粉

豚肉　豆腐 牛乳 米　じゃが芋 油 にんじん

みそ　大豆 砂糖　春雨 ラー油 青梗菜

卵　鶏がら 米粉　でん粉

鮭　生揚げ 牛乳 米　じゃが芋 油 いんげん

鶏肉　ちくわ のり でん粉　砂糖 バター にんじん

みそ　かつお節 こんにゃく

鶏肉　生揚げ 牛乳 米　砂糖 油 にんじん

豚肉　なると でん粉 ごま油 青梗菜

鶏がら 小松菜

大豆　みそ　豆腐 牛乳 米　こんにゃく 油 にんじん

鶏肉　生揚げ 砂糖　でん粉 ごま油

油揚げ　かつお節 もち米　里芋

豚肉 牛乳 米　米粉 油　 にんじん

豚骨 生クリーム じゃが芋 バター 小松菜

ひじき 砂糖 ごま油

卵　豚肉　大豆 牛乳 コッペパン 油 にんじん

フランクフルト チーズ パン粉　でん粉 小松菜

ツナ缶　豚骨 砂糖　じゃが芋

豆腐　豚肉 牛乳 米　でん粉 油 にんじん

うずら卵 砂糖　白玉粉 ごま油 青梗菜

豚骨　鶏がら

かじきまぐろ 牛乳 米　じゃが芋 油　ごま にんじん

鶏肉　油揚げ でん粉　砂糖 ごま油 いんげん

豚肉　鶏がら こんにゃく あさつき

豚肉　大豆 牛乳 米　砂糖 油 にんじん

鶏肉　みそ わかめ でん粉 ごま油 いんげん

生揚げ　豚骨

サラミ　鶏肉 牛乳 食パン　砂糖 マーガリン にんじん

ベーコン　大豆 チーズ じゃが芋 油　バター バジル

レンズ豆　鶏がら 米粉 トマト

卵　ムロアジ 牛乳 米　こんにゃく 油 にんじん

豆腐　油揚げ 小麦粉　砂糖 ごま油 小松菜

パン粉　じゃが芋

鶏肉　大豆 ジョア　チーズ 米　米粉 バター トマトジュース

卵　鶏がら 調理用牛乳 じゃが芋 油 にんじん　青梗菜

生クリーム マカロニ ほうれん草

豚肉　豆腐 牛乳 米　でん粉 油　ごま にんじん

鶏肉　凍り豆腐 砂糖　じゃが芋 ごま油 かぼちゃ

かつお節 こんにゃく ラー油

鶏肉　豚肉 牛乳 丸パン バター にんじん

ベーコン 生クリーム じゃが芋 油 小松菜

鶏がら パセリ

エネルギー たんぱく質 カルシウム 鉄 塩分
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干し椎茸　大根　みかん

ご飯　ムロアジのメンチカツ

丸パン　鶏肉のアップルソース

752

米粉ビーンズシチュー　菊花みかん

18 火

シナモントースト

○

キャベツ　もやし

りんご

学校給食摂取基準

６．５

脂質 ビタミン 食物繊維

豚汁 ねぎ　ごぼう　大根

摂取エネルギー
の２５～３０％

　　　　　　　冬季休業中も「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！

水

２9．０％ ５．９１２月平均

33.5

ｇ

ミニフルーツパフェ

＊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。★印はリクエストメニューです。

19 ○

にんにく　しょうが　玉葱

月

ご飯　マーボー大根

○

にんにく　しょうが　ねぎ

30.3もやしのピリ辛炒め もやし　にんにく

韓国風肉じゃが

12 水

809

82013 木

ご飯　四川豆腐（うずら卵別配缶）

○

14 金

魚と生姜の混ぜご飯

○

しょうが　玉葱

しょうが　にんにく　大根

29.4白玉スープ 干し椎茸　たけのこ

菊花みかん 玉葱　ねぎ　みかん

22.4福神漬け セロリ　福神漬け

ひじきサラダ　りんご

チリチーズドッグ

にんにく　しょうが　とうもろこし

○

玉葱　キャベツ

32.5ぐる煮（高知県郷土料理） れんこん　しょうが

菊花みかん

838 35.5ツナドレッシングサラダ とうもろこし

イタリアンスープ

11 火

米粉カレーライス

○

もやし　玉葱　りんご

889

32.1広東スープ 玉葱　たけのこ　もやし

りんご

10 月

大豆ご飯　つくね蒸し

○

ねぎ　ごぼう　たけのこ

768

7 金

ご飯　生揚げと鶏肉のチリソース

○

しょうが　にんにく　セロリ

798

白菜　干し椎茸　りんご

771 36.6鮭のチャンチャン焼き 干し椎茸　大根

野菜のうま煮

27.8みそポテト（埼玉県郷土料理）　 白菜　とうもろこし

ピリ辛春雨スープ しょうが　にんにく　ねぎ

6 木

ご飯　のりの佃煮

○

キャベツ　玉葱

5

★キムチチャーハン（炒り卵別配缶）

○

白菜キムチ　たけのこ

水 822

火 35.0きつねご飯　あじのねぎみそ焼き ねぎ　大根　白菜

米粉のひっつみ　菊花みかん 干し椎茸　みかんみそ　油揚げ　かつお節

しょうが　ごぼう

742

902 30.6練馬スパゲティ　海藻サラダ とうもろこし

かぼちゃのマフィン 大根　干しぶどう

体の調子を整える

3

♪練馬産大根メニュー

○

玉葱　もやし

月

4

♪ひっつみの日（１２／３）メニュー

○

　平成３０年度　　　　 １２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

○

チキンライス
ジョア

玉葱　マッシュルーム

大根　ごぼう　ねぎ

冬至サラダ　けんちん汁

玉葱　もやし　キャベツ

　　　　　　　１２月２６日（水）～１月７日（月）冬季休業日、１月８日（火）より給食開始です。

830 32.325 火 ジャーマンポテト　キャベツのスープ

にんにく　玉葱　とうもろこし

りんご　キャベツ

玉葱　みかん

836野菜の薬味和え キャベツ　もやし

814 26.8イタリアンサラダ

20 木

とうもろこし

28.4野菜とわかめのスープ たけのこ　もやし　大根

干し椎茸　白菜　りんご

17

34.3

ご飯　照り焼きハンバーグ

きのこのキッシュ グリンピース　しめじ

白菜とマカロニのクリーム煮 エリンギ　白菜

811

775

豚肉　鶏肉　みそ　かつお節

32.2○

のり　調理用牛乳　生クリーム

れんこん　干し椎茸

＊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。

パイン缶　みかん缶　黄桃缶

21 金

♪一陽来復メニュー（２２日冬至）


