
中野区立緑野中学校
食　品　名 エネルギー たんぱく質 脂肪

主食 牛乳 副食 血や肉、骨や歯になる 体を動かす熱や力になる からだの調子を整える kcal g ｇ

ごぼうの柳川

深川飯 小松菜のおひたし

鶏ちゃんこ汁

ご飯 太刀魚のバター醤油焼き

豚肉入りきんぴら

なめこと厚揚げの味噌汁

りんご

米粉パン キャベツのガーリック炒め

栗とさつまいもの豆乳クリームスープ

カボチャプリン

四川風麻婆豆腐

麦ご飯 クルマエビの香り焼き

もやしとチンゲン菜のナムル

いかと大豆のかりんとう揚げ

押し麦ご飯 ごぼうのごまあえ

茎わかめと根菜の味噌汁

レバーポテトオーロラソース和え

キャロットライス カボチャドレッシングのツナサラダ

卵とベーコンのスープ

檜原村産舞茸ご飯 秋野菜の味噌チーズ焼き

白菜とじゃこのおひたし

シャインマスカット

ご飯 鮭の塩糀焼き

大根とにんじんの南蛮漬け

ひじきとさつま揚げの炒め煮

きのこの味噌汁

麦ご飯 豚肉のあきる野市産生姜焼き

こんにゃくのきんぴら

鶏肉と根菜の味噌汁

五目あんかけ焼きそば 春巻き

花みかん

じゃことわかめのサラダ

カレーうどん 栗と小豆の抹茶ケーキ

押し麦ご飯 中華風肉じゃが

野菜とツナのごまだれ和え

柿

昆布ご飯 戻りカツオのねぎだれがけ

ごまあえ

けんちん汁

ご飯 レンコンのあんかけつくね

ピリ辛こんにゃく炒め

かぶの味噌汁

きのこのクリームスパゲティ 豆と野菜のマリネ

メイプル大学芋

ご飯 鯖の味噌煮

小松菜ともやし塩昆布和え

かきたま汁

麦ご飯 酢鶏

棒棒鶏風サラダ

梨

押し麦ご飯 五目卵焼き

ひじきとじゃこのふりかけ 甘辛の豚バラ大根

さつまいもと里芋の味噌汁

さんまのひつまぶし かぶと小松菜の浅漬け

すまし汁

ツナサラダ

パンプキンパン カボチャのシチュー

おかしな目玉焼き

815.1 31.4 25.5

10月
日 曜日

献立名

4 月
東京
牛乳

東京牛乳 油揚げ あ
さり たまご 鶏肉
かまぼこ 豆腐

米 ごま サラダ油 三温糖

ねぎ 干し椎茸 にんじん ごぼ
う 玉葱 キャベツ こまつな
しょうが はくさい 生しいた
け えのきたけ

791 32.8 21.6

5 火 ○
牛乳 たちうお 豚肉
厚揚げ 八丁味噌 み
そ

米 小麦粉 バター サラダ油
こんにゃく 三温糖 ごま
じゃがいも

しょうが にんじん ごぼう 玉
葱 なめこ だいこん こまつな
りんご

863 30.3 30.0

6 水 ○

牛乳 豚肉 ベーコン
ウィンナー 鶏肉 イ
ンゲン豆ペースト
豆乳 豆乳クリーム
たまご 調理用牛乳

米粉パン サラダ油 オリー
ブ油 さつまいも むきぐり
米粉 上白糖 カラメル

キャベツ にんじん にんにく
マッシュルーム 玉葱 ぶなし
めじ カボチャペースト

813 34.7 30.6

7 木 ○
牛乳 豆腐 大豆ミー
ト 豚肉 八丁味噌
みそ クルマエビ

米 米粒麦 サラダ油 上白糖
でんぷん ごま油 ごま

たけのこ しょうが にんにく
ねぎ にら もやし にんじん チ
ンゲンサイ きくらげ

799 36.7 23.7

8 金 ○
牛乳 いか 大豆 く
きわかめ 豆腐 みそ

米 押麦 でんぷん 揚げ油
上白糖 ごま 練りごま ごま
さといも じゃがいも こん
にゃく

しょうが ごぼう にんじん ね
ぎ だいこん 干し椎茸

811 30.1 23.5

11 月 ○

牛乳 豚レバー 調理
用牛乳 まぐろ缶詰
みそ ベーコン たま
ご

米 米粒麦 でんぷん 揚げ油
じゃがいも 三温糖 ノン
エッグマヨネーズ

にんじん にんにく しょうが
キャベツ とうもろこし カボ
チャペースト 玉葱 セロリー

880 31.1 28.9

12 火 ○

牛乳 こんぶ 油揚げ
鶏肉 ベーコン みそ
生クリーム チーズ
ちりめんじゃこ

米 サラダ油 三温糖 さつま
いも オリーブ油 ごま油

まいたけ にんじん かぼちゃ
ぶなしめじエリンギ かぶ は
くさい こまつな 江戸菜 ｼｬｲﾝ
ﾏｽｶｯﾄ

798 27.7 24.7

13 水 ○
牛乳 さけ さつま揚
げ 油揚げ

米 塩麹 ごま油 サラダ油
こんにゃく 三温糖

だいこん にんじん 玉葱 キャ
ベツ 生しいたけ ぶなしめじ
えのきたけ こまつな ねぎ

730 34.1 15.8

14 木 ○
牛乳 豚肉 さつま揚
げ 鶏肉 油揚げ 豆
腐 みそ

米 米粒麦 でんぷん サラダ
油 こんにゃく 三温糖 ごま
じゃがいも こんにゃく

しょうが れんこん にんじん
ごぼう だいこん ねぎ

849 35.2 28.3

15 金 ○
牛乳 豚肉 うずら卵
いか えび 鶏肉

蒸し中華めん サラダ油 上
白糖 でんぷん ごま油 緑豆
はるさめ 三温糖 春巻きの
皮 小麦粉 揚げ油

しょうが にんにく にんじん
干し椎茸 きくらげ たけのこ
玉葱 キャベツ チンゲンサイ
もやし 温州蜜柑

779 29.6 24.0

18 月 ○

牛乳 豚肉 油揚げ
わかめ ちりめん
じゃこ たまご 調理
用牛乳 生クリーム

冷凍うどん サラダ油 でん
ぷん 上白糖 ごま ごま油
小麦粉 グラニュー糖 バ
ター 甘納豆 日本ぐり甘露
煮

玉葱 にんじん こまつな ねぎ
キャベツ きゅうり

844 30.9 29.8

19 火 ○
牛乳 豚肉 まぐろ缶
詰 みそ

米 押麦 サラダ油 こんにゃ
く じゃがいも 三温糖 ごま
油 すりごま 上白糖

にんにく しょうが 玉葱 にん
じん さやいんげん キャベツ
こまつな 江戸菜 かき

793 25.9 20.6

20 水 ○
牛乳 こんぶ かつお
みそ 豆腐 油揚げ

米 上白糖 でんぷん サラダ
油 三温糖 ごま ごま ごま
油 こんにゃく じゃがいも

にんじん しょうが にんにく
ねぎ 葉ねぎ キャベツ こまつ
な ごぼう だいこん

784 34.1 19.7

21 木 ○
牛乳 鶏肉 絞り豆腐
さつま揚げ 厚揚げ
みそ

米 でんぷん 三温糖 ごま油
こんにゃく ごま

玉葱,れんこん 干し椎茸 しょ
うが ごぼう にんじん かぶ え
のきたけ こまつな 江戸菜

725 30.4 14.4

22 金 ○
牛乳 鶏肉 調理用牛
乳 生クリーム 粉
チーズ 大豆

スパゲッティ サラダ油 オ
リーブ油 小麦粉 バター 上
白糖 さつまいも 揚げ油
メープルシロップ ごま

にんにく セロリー 玉葱 にん
じん ぶなしめじ エリンギ ほ
うれんそう えだまめ ごぼう
きゅうり 赤パプリカ 黄パプ
リカ

835 27.2 30.2

25 月 ○
牛乳 さば みそ 塩
昆布 豆腐 わかめ
たまご

米 三温糖 ごま ごま油 で
んぷん

ねぎ しょうが こまつな キャ
ベツ もやし

885 33.7 34.7

829

26 火 ○
牛乳 厚揚げ 鶏肉
みそ

米 米粒麦 でんぷん じゃが
いも 揚げ油 サラダ油 上白
糖 三温糖 練りごま ごま
ごま油

しょうが ピーマン 玉葱 たけ
のこ にんじん 干し椎茸 キャ
ベツ きゅうり にんにく 日本
なし

27.6

888 29.5 27.4

27 水 ○
牛乳 ちりめんじゃ
こ 鶏肉 たまご 豚
肉 わかめ みそ

米 押麦 ごま油 三温糖 ご
ま サラダ油 でんぷん さつ
まいも さといも

しょうが 玉葱 にんじん 干し
椎茸 だいこん 江戸菜 こまつ
な えのきたけ ねぎ

27.9

35.8 24.3

28 木 ○
牛乳 さんま たまご
焼きのり 豆腐 わか
め

米 押麦 でんぷん 揚げ油
上白糖 サラダ油 手まりふ

しょうが かぶ こまつな 江戸
菜 えのきたけ ねぎ

791 29.0

29 金 ○

牛乳 まぐろ缶詰 鶏
肉 インゲン豆ペー
スト 調理用牛乳 脱
脂粉乳 生クリーム

パンプキンパン サラダ油
上白糖 じゃがいも バター
小麦粉

キャベツ きゅうり にんじん
レモン果汁 玉葱 生しいたけ
ぶなしめじ エリンギ かぼ
ちゃ カボチャペースト ブ
ロッコリー　桃缶

814 30.8

※献立や食材は、物資購入等の都合により、変更する場合がございます。ご了承ください。

今月平均摂取量

1食当たり基準量

ｴﾈﾙｷﾞー
kcal

815

830

食物繊維
g

5.9

6.5

たんぱく質
％

15.4

13~20

食塩相当量
g

2.8

2.5

VC
mg

36

30

VB2
mg

0.68

0.6

脂質
％

28.2

20~30

カルシウム
mg

368

450

マグネ
シウム
mg

115

140

鉄
mg

3.1

4

亜鉛
mg

3.8

3

Va
μg

615

300

VB1
mg

0.42

0.5

今 月 の 給 食 目 標

感謝の気持ちを持って食事をしよう

目の愛護デー献立

ハロウィン献立

十三夜献立

国産クルマエビ献立

都民の日献立(郷土料理)

かみかみデー


