
牛 エネルギー たんぱく質

乳 （ｋｃａｌ） （ｇ）

小豆　油揚げ 牛乳 米　じゃが芋 油 にんじん

かじき鮪　豚肉 もち米　砂糖 ごま いんげん

鶏肉　かつお節 こんにゃく 小松菜

ツナ缶　豚肉 牛乳 食パン　砂糖 油 にんじん

大豆　ひよこ豆 チーズ コーンスターチ トマト缶　パセリ

手亡豆　鶏がら じゃが芋　米粉

鶏肉　かまぼこ 牛乳　わかめ 米　でん粉 油 にんじん

凍り豆腐 しらす干し 砂糖　きび にら

ムロアジ　かつお節 昆布 白玉粉　

マンダイ　卵 牛乳 米　砂糖　里芋 油 にんじん

豚肉　油揚げ 小麦粉　パン粉 ごま 小松菜

みそ　かつお節 ほうとう　でん粉 ごま油

14 月

豚肉　なると 牛乳 米　でん粉 油 にんじん

うずら卵 しらす干し 砂糖　水あめ ごま油 青梗菜

鶏がら さつま芋 小松菜

ベーコン 牛乳 食パン マーガリン パセリ　小松菜

大豆　鶏肉 調理用牛乳 砂糖　米粉 ごま油 にんじん

ハム　鶏がら 生クリーム じゃが芋 油 ブロッコリー

かじき鮪　豚肉 牛乳 米　砂糖 油　ごま 小松菜

みそ　生揚げ じゃが芋 ごま油　 にんじん

かつお節 こんにゃく ラー油 いんげん

豆腐　豚肉 牛乳 米　砂糖 油 にら

大豆　卵 でん粉 ごま油 にんじん

鶏がら 青梗菜

鶏肉　卵 牛乳 米　砂糖 油 にんじん

凍り豆腐 しらす干し こんにゃく ごま油 小松菜

かつお節 でん粉 いんげん

ベーコン　豚肉 牛乳 米粉パン 油 トマト缶

大豆　豆腐 調理用牛乳 米粉　砂糖 バター にんじん

鶏がら チーズ 小松菜

鶏肉 牛乳　 米　砂糖 油 にんじん　バジル

サラミ 生クリーム じゃが芋 バター 小松菜　トマト

豚骨 チーズ 米粉

鶏肉　油揚げ 牛乳 米　じゃが芋 油 にんじん

豚肉　豆腐　 のり 塩麹　砂糖 ごま 小松菜

こんにゃく

ちくわ　卵 牛乳 米　くずきり 油 にんじん

豆腐　豚肉 しらす干し 砂糖　小麦粉 ごま みつば

かつお節 昆布 米粉 小松菜

豚肉　 牛乳　チーズ スパゲティー オリーブ油 にんじん

大豆 わかめ 砂糖 油　ごま 小松菜

海藻ミックス ごま油

豚肉　大豆 牛乳 米　でん粉 油 にんじん

なると　卵 ヨーグルト 砂糖　春雨 ごま油 青梗菜

鶏がら　豚骨 シュウマイ皮

鮭 牛乳　チーズ 黒砂糖パン 油 にんじん

ウインナー 調理用牛乳 じゃが芋 バター パセリ

鶏がら 生クリーム 米粉

みそ　うずら卵 牛乳　昆布 米　砂糖 油 にんじん

じゃが芋 いんげん

こんにゃく
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しょうが　にんにく　もやし

　平成３０年度　　　　 １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 体の調子を整える

8 火

♪七草（1/7）メニュー

○

しょうが　

765

778 37.9赤飯（ごま塩別配缶）　魚の照り焼き 大根　かぶ

じゃが芋の炒め物　七草汁 ごぼう　白菜

26.0ツナドレッシングサラダ キャベツ　にんにく

チリコンカン 玉葱　大根　しょうが　マッシュルーム

9 水

食パン　手作りみかんジャム

○

みかん缶　みかんジュース

11 金

♪受験応援メニュー（１次）

○

白菜　大根　ねぎ

10 木

♪鏡開き（1/11）メニュー

○

にんにく　しょうが

827 38.0ご飯　魚のみそカツ（勝つ！） キャベツ　干し椎茸

野菜の薬味和え　おきりこみ（群馬県郷土料理）

玉葱　ごぼう　白菜

具雑煮（長崎県郷土料理）　菊花みかん

791 33.6しらす入りわかめご飯　ムロアジのかみかみバーグ

15 火

中華丼（うずら卵別配缶）

○

にんにく　しょうが

850じゃこ和え たけのこ　玉葱　白菜

中華ポテト キャベツ　もやし

24.2

16 水

ガーリックトースト

○

にんにく　セロリ　玉葱

832 28.7キャベツとハムのサラダ キャベツ　しょうが

花野菜のクリームシチュー　菊花みかん カリフラワー　みかん

キャベツ　もやし

774 38.8れんこんチップサラダ れんこん　しょうが

18 金

ご飯　本格マーボー豆腐

○

ねぎ　にんにく

17 木

ご飯　魚のごまみそ焼き

○

823 32.5スーミータン　 とうもろこし

りんご

野菜と生揚げのうま煮

菊花みかん

21 月

♪大寒（1/20）メニュー

○

しょうが　えのき茸

800ご飯　鶏肉のねぎソースがけ たけのこ　にんにく

22 火

米粉パン

○

37.9

じゃこかかサラダ　凍り豆腐の卵とじ

玉葱　りんご　福神漬け　みかん

814 39.0豆腐のミートグラタン 白菜　みかん

白菜スープ　菊花みかん

にんにく　玉葱

24.8イタリアンサラダ セロリ　キャベツ23 水

米粉カレーライス　福神漬け

○

にんにく　しょうが

910

24 木

ご飯　のりの佃煮

○

しょうが　ねぎ

１月２４日から１月３０日は、全国学校給食週間です。

38.1

もやし

鮭の塩麹焼き ごぼう　大根

もやしのピリ辛炒め　豚汁 鮭　みそ　かつお節

760

25 金

ご飯　野菜とちくわのかき揚げ

○

玉葱　キャベツ

801

もやし　とうもろこし　りんご

23.8野菜のごま酢和え 大根　ねぎ

くずきり汁

28 月

ミートソーススパゲティー

○

にんにく　しょうが

802 31.7キムタクご飯　巣ごもりシュウマイ たくあん　しょうが

中華スープ　パインヨーグルト

836 34.5海藻サラダ 玉葱　マッシュルーム

りんご

30 水

♪フィンランドメニュー

○

玉葱　にんにく

29 火

♪練馬大根たくあんメニュー

○

白菜キムチ　ねぎ

826 33.7黒砂糖パン　ロヒ・ラーティッコ とうもろこし

シスコン・マッカラケイト　菊花みかん キャベツ　みかん

○

しょうが　大根

803鶏肉　ちくわ　揚げボール

油揚げ　がんもどき　かつお節 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。

成人の日

36.3鶏肉のみそ焼き たけのこ　ごぼう

おでん（うずら卵別配缶）

31 木

五目ご飯

学校給食
摂取基準

マグネシウム ビタミン

摂取エネルギー
の１３～２０％

摂取エネルギー
の２０～３０％

ｍｇ Ｃ（ｍｇ）

１２０ ３０

１月平均 １１４ ２５

干し椎茸　切干大根　大根　みかん

干し椎茸　玉葱

しょうが　りんご

キャベツ　玉葱　ねぎ　

＊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。

玉葱　にんにく　白菜　パイン缶


