
野沢菜飯　 779 kcal

おでん 33 ｇ

めんたいポテト

サンマーメン 750 kcal

大根もち 23 ｇ

いちご

いわしのかば焼き丼 829 kcal

大豆とれんこんのきんぴら 31 ｇ

みそ汁

ビスキュイパン 797 kcal

ポークビーンズ 30 ｇ

ミルクコーヒーゼリー

麦ごはん 872 kcal

チキンチキンごぼう 31.5 ｇ

白菜のおきな漬け

みそ汁

わかめごはん 755 kcal

魚の柚子みそ焼き 29 ｇ

みそ汁

手作りコーンパン 856 kcal

国産和牛を使ったビーフシチュー 38 ｇ

フレンチサラダ

豚キムチ丼 800 kcal

中華スープ 28 ｇ

レモンスカッシュゼリー

イエローライスのシーフードクリームソース 861 kcal

カラフルサラダ 27 ｇ

苺バナナチョコ

麦ごはん 813 kcal

切干大根のカミカミ和え 31 ｇ

めひかりから揚げ

豚汁

パエリア　 772 kcal

スパニッシュオムレツ 30 ｇ

ソパ・デ・アホ　

セサミトースト　 797 kcal

チリコンカン　 33 ｇ

じゃこサラダ

豆乳うどん 769 kcal

肉団子のもち米蒸し 34 ｇ

みかん（甘平）

ドライカレー 908 kcal

じゃがいものシャキシャキサラダ 30 ｇ

ココアプリン

きんぴらごはん 752 kcal

魚のホイル焼き 35 ｇ

みそ汁

ひじきごはん　 835 kcal

和風ソースハンバーグ 34 ｇ

吉野汁

ミートソーススパゲッティ 791 kcal

イタリアンサラダ標準 31 ｇ

柑橘

麻婆春雨丼 816 kcal

フライドビーンズサラダ 28 ｇ

ワカメスープ

エネルギー　　
　　たんぱく

質

セロリー にんじん たまねぎ 　　
にんにく しょうが 　　　　　　
トマトピューレ みかん

しょうが きくらげ にんじん 　　
にんにく たけのこ いちご 　　　
キャベツ もやし 長ねぎ　　　　
チンゲンサイ だいこん

にんじん れんこん 　　　　　　
さやいんげん だいこん 　　　　
こまつな 長ねぎ

ホールコーン にんにく たまね
ぎ にんじん ホールトマト こま
つな キャベツ 黄ピーマン

しょうが ゆず だいこん 長ねぎ

緑の仲間 
体の調子を整える

にんにく たまねぎ にんじん 　　
しめじ ピーマン 赤ピーマン 　　
グリンピース（冷凍）　　　　　
 ほうれんそう

切干し大根 キャベツ 　　　　　
にんじん れんこん ごぼう 　　　
だいこん 長ねぎ

しょうが 長ねぎ にんじん 　　　
のざわな漬 だいこん

にんにく しょうが たまねぎ 　　　
キャベツ 白菜キムチ にら 　　　　
長ねぎ たけのこ(水煮) にんじん 　
　チンゲンサイ レモン（果汁）

※　学校行事、食材料購入等の都合により、献立の変更ならびに回数が少なくなることがあります。

冷凍うどん 油 　　　　　
でんぷん ごま油 もち米

牛乳 鶏肉 塩昆布           
 ちりめんじゃこ            
  赤色辛みそ 白みそ       
   生揚げ 生わかめ

たまねぎ しょうが にんにく 　　
セロリー にんじん ピーマン 　　
ホールトマト キャベツ 　　　
きゅうり こまつな 　　　　　　
ホールコーン バナナ

たまねぎ にんじん にんにく 　　
ホールトマト トマトピューレ 
マッシュルーム缶 黄ピーマン 
ピーマン こまつな キャベツ 　　
だいこん

牛乳 豚モモ肉 なると 　　
米みそ（赤）（白） 　　
無調整豆乳 油揚げ　　　
 豚ひき肉 卵

黄の仲間 
熱や力の元になる

精白米 米粒麦 ごま油　　
炒め油 白ごま さとう　　
 こんにゃく ちくわぶ 　　
さといも バター 　　　
じゃがいも

油 ごま油 油 さとう　　　
でんぷん ラード 　　　　
上新粉 白玉粉

精白米 米粒麦 揚げ油 　　
でんぷん 小麦粉 さとう　
 白ごま こんにゃく 　　　
ごま油

丸パン60g バター 　　　
さとう 小麦粉 でんぷん　
アーモンドパウダー 　　
 じゃがいも

たまねぎ マッシュルーム缶 　　
にんじん しょうが にんにく 　　
パセリ きゅうり 赤ピーマン　　
 黄ピーマン キャベツ いちご　　
 バナナ

精白米 米粒麦 　　　　　
オリーブ油 　　　　　
じゃがいも 炒め油　　　
 パン粉

精白米 炒め油 白ごま 　　
さとう じゃがいも

強力粉 小麦粉 さとう 　　
バター オリーブ油 　　　
炒め油 じゃがいも

米粒麦 精白米 炒め油 　　
さとう  練りごま　　　　
 でんぷん じゃがいも

精白米 米粒麦 炒め油 　　
小麦粉 油 さとう　　　　
 ｺｰﾃｨﾝｸﾞﾁｮｺﾚｰﾄ

精白米 米粒麦 白ごま 　　
さとう 油 でんぷん 　　　
こんにゃく じゃがいも

〇

〇

〇

赤の仲間 
血や肉になる

牛乳 豚肉 卵 はんぺん　　
ちりめんじゃこ 　　　　
さつま揚げ 揚げボール 　
たらこ

牛乳 豚肉 　　　　　　　
ベーコン 焼き豚

牛乳 いわし50ｇ 　　　
大豆 赤色辛みそ 　　　　
白みそ 油揚げ 　　　　　
押し豆腐

牛乳 卵 ベーコン　　　　
 豚かた肉 大豆 粉寒天    
  調理用牛乳 生クリーム

牛乳 生わかめ 白みそ     
  ちりめんじゃこ           
     ミナミカゴカマス     
      西京みそ 赤色辛み
そ 　　 押し豆腐 油揚げ

牛乳 豚肉 赤色辛みそ 　　
鶏肉 卵 粉寒天

献立 牛
乳

0

〇

〇

〇

日

１　
月

２　
火

３　
水

４　
木

５　
金

〇

牛乳 卵 和牛モモ

〇

〇

８　
月

19
金

〇

〇

〇

令和2年度　2月献立表

12
金

15
月

16
火

17
水

精白米 米粒麦 揚げ油 　　
でんぷん さとう 　　　　
さといも

しょうが にんにく ごぼう　　　
 にんじん 赤ピーマン 長ねぎ　　
 はくさい こまつな キャベツ　　
 ゆず(果汁､生) だいこん

〇

９　
火

10
水

26
金

〇

牛乳 豚肩 赤色辛みそ 　　
大豆 生わかめ 　　　　　
絹ごし豆腐 卵

一言メモ

18
木

合計　エネルギー　808kcal　たんぱく質　31ｇ

精白米 米粒麦 炒め油 　　
さとう はるさめ 　　　　
でんぷん ごま油 白ごま

にんにく しょうが 長ねぎ 　　　
干ししいたけ にんじん にら　　
 こまつな きゅうり キャベツ　　
 チンゲンサイ

 

牛乳 豚ひき肉 大豆　　　
 ひよこまめ 調理用牛乳　
 卵

胚芽食パン70g 　　　　
バター はちみつ 　　　　
 練りごま 炒め油 　　　　
でんぷん さとう 　　　　
ごま油 白ごま

だいこん にんじん はくさい 　　
長ねぎ こまつな 　　　　　　　
干ししいたけ しょうが 　　　　
みかん

炒め油 精白米 米粒麦 　　
小麦粉 じゃがいも 　　　
さとう

精白米 米粒麦 炒め油 　　
さとう ごま油 　　　　　
じゃがいも

ごぼう にんじん たまねぎ 　　
キャベツ ほうれんそう 　　　　
長ねぎ こまつな

　世界の料理　　
スペイン

牛乳 鶏肉 あさりむきみ　
 いか 調理用牛乳 　　　　
粉チーズ レンズまめ

牛乳 ちりめんじゃこ 　　
メヒカリ 豚かた肉 　　　
赤色辛みそ 甘みそ 　　　
油揚げ 押し豆腐

牛乳 鶏もも肉 いか 　　　
たこ あさりむきみ　　　
 ベーコン 卵 　　　　　　
フランクフルト 　　　　
白いんげん 粉チーズ

牛乳 ベーコン 豚ひき肉 　
ひよこまめ 大豆　　　　
 金時豆 ちりめんじゃこ

にんにく セロリー たまねぎ　　
 にんじん ホールトマト 　　　　
トマトピューレ パセリ 　　　　
キャベツ こまつな 赤ピーマン　
 黄ピーマン いよかん

24
水

〇

牛乳 干ひじき 　　　　　
鶏肉むね肉 豚ひき肉 　　
押し豆腐 牛乳 卵 鶏肉　　
油揚げ

精白米 米粒麦 炒め油 　　
さとう 生パン粉　　　　
 でんぷん こんにゃく

にんじん ホールコーン 　　　　
グリンピース（冷凍） 　　　　
たまねぎ しょうが しめじ 　　　
長ねぎ 干ししいたけ 　　　　　
だいこん こまつな

25
木

〇
牛乳 ベーコン 豚ひき肉　
 大豆 粉チーズ

スパゲッティ 炒め油 　　
さとう 小麦粉 　　　　　
オリーブ油

22
月

〇

牛乳 豚肩 大豆　　　　　
 メルルーサ 赤色辛みそ　
 白みそ 押し豆腐 油揚げ　
 生わかめ

新宿区立新宿中学校

節分の日は3年生
が給食なしのため、

節分献立は3日に
実施します！

冬といえば
おでん！

節分
今年の節分は 2

月2日です。節

分が2日になる

のは124年ぶり

リクエスト給食
1年A組

リクエスト給食
1年D組

リクエスト給食
3年A組

チキンチキン
ごぼう山口県
から全国に広
まった人気献

立

新宿野菜の日
（毎月8日）

肉の日
（2月9日）

国産和牛

バレンタイン
献立

旬の食材
めひかり

3種類の豆を
使ったチリコン

カンです

おどろくおいしさ

甘平みかん

水分のないドラ
イカレーは日本
オリジナルのカ

レーです

ごぼうは食物
繊維を豊富に
含みます。

手作りハンバー

グにあっさりし

た和風ソースが

よく合います🎶

期末考査
お疲れさま
でした。


