
葉月

カレーライス 牛乳 にんにく にんじん キャベツ 精白米 バター

コーンサラダ 豚もも肉 しょうが ホールトマト もやし 油 小麦粉

オレンジゼリー 粉寒天 たまねぎ りんご ホールコーン じゃがいも さとう

セロリー 小松菜 オレンジジュース はちみつ

麦ごはん 牛乳 干しひじき にんにく キャベツ 赤ピーマン 精白米 でんぷん

家常豆腐 生揚げ ツナ しょうが たまねぎ ピーマン 米粒麦 ごま油

ひじきとツナのサラダ 豚もも肉 鶏むね肉 にんじん 長ねぎ きゅうり 油 じゃがいも

わかめスープ みそ わかめ たけのこ きくらげ 小松菜 さとう ごま

シシジューシー 牛乳 ベーコン・ツナ にんじん もやし だいこん 精白米 車麩

にがうりとツナの野菜炒め 豚ばら肉・豚もも肉 糸削り さやいんげん 赤ピーマン 小松菜 油 ごま油

鶏肉と豆腐のすまし汁 ながこんぶ 鶏むね肉 にがうり 干ししいたけ パイナップルジュース さとう

パインゼリー 豆腐・油揚げ 粉寒天 たまねぎ はくさい じゃがいも

キムタクご飯 牛乳 鶏むね肉 しょうが 干ししいたけ ごぼう 精白米 さといも

またぎ汁 豚ばら肉 ピザチーズ たまねぎ 白菜キムチ にんじん 油 じゃがいも

いももち 豚かた肉 焼きのり 長ねぎ たくあん漬け だいこん ごま油 でんぷん

ながこんぶ きくらげ さやいんげん まいたけ・なめこ こんにゃく さとう

9月の献立は裏面です

31 月 ○
エネルギー 836 Kcal

たんぱく質 25.9 g

28 金 ○
エネルギー 803 Kcal

たんぱく質 29.4 g

27 木 ○
エネルギー 838 Kcal

たんぱく質 33.9 g

26 水 ○
エネルギー 809 Kcal

たんぱく質 22.1 g
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新宿区立牛込第一中学校給食だより

今月の献立紹介
９月 ９日（水） 重陽の節句献立

菊の節句ともいわれています。菊の花は邪気を払う力があるといわれていて、飾ったり、食事に取り入れたりして、不老長寿を

願っていました。この日の給食は菊の花を汁物に浮かべて、「菊の花入りすまし汁」にします。

１７日（木） 伊那市産きのこを使用した献立

新宿区と友好提携をしている長野県伊那市から野菜や果物を送ってもらいます。９月は「ぶなしめじ」と「えのきたけ」です。

みそ汁に入れて提供します。感謝していただきましょう。

１８日（金） まごわやさしい献立

「まごわやさしい」とは、日本で昔から食べられてきた食材の頭文字を、覚えやすく並べたもので、健康的な食生活のために

取り入れた食材です。

ま…まめ ご…ごま わ…わかめ や…やさい さ…さかな し…しいたけ い…いも

給食室の紹介
毎日給食を作っている調理員さんたちは、普段どのようなお仕事をしているのでしょうか？

給食室でのお仕事をのぞいてみましょう！

規則正しい生活リズムが大切です
夏休みが明け、新学期がスタートしました。

休み中は規則正しい生活ができましたか？朝寝坊や夜更かしが続くと体内時計のリズムが夜型化し、時差ボケのような

状態になります。この状態を繰り返していると、体調不良になりやすく、肥満や生活習慣病を引きおこしやすくなります。

毎日、早起き・早寝・朝ごはんを心掛けて、規則正しい生活リズムをつくりましょう。

コロッケを油で揚げているところです！揚げ物は衣をつ

ける人、揚げる人で２～３人で作業します！

コロッケが揚がったら、数えや

すいように並べます！

大きな釜を使って炒めます！

ゼリーも手作り！

オレンジジュースと寒天を混ぜた

液をカップに一つ一つ注ぎ、冷蔵

庫で冷やして固めます！

フルーツみつ豆の盛り付け中。

具が均等にいきわたるように調

整しながら盛り付けます！

https://1.bp.blogspot.com/-IBoABCiNJpI/V6iId6esjGI/AAAAAAAA9CM/Ine7zoStc7keBxkJlcQ-0rjm7OriWwOUgCLcB/s800/vegetable_daizu.png
https://1.bp.blogspot.com/-IBoABCiNJpI/V6iId6esjGI/AAAAAAAA9CM/Ine7zoStc7keBxkJlcQ-0rjm7OriWwOUgCLcB/s800/vegetable_daizu.png
https://2.bp.blogspot.com/-zgi22bxAdWA/UzKmm_6uhGI/AAAAAAAAel0/c2AiZifA9yw/s800/goma_kuro.png
https://2.bp.blogspot.com/-zgi22bxAdWA/UzKmm_6uhGI/AAAAAAAAel0/c2AiZifA9yw/s800/goma_kuro.png
https://2.bp.blogspot.com/-Zd3jll2UpK8/UYh8quhlNbI/AAAAAAAARPw/ar-78BZrIGM/s800/kaisou_wakame.png
https://2.bp.blogspot.com/-Zd3jll2UpK8/UYh8quhlNbI/AAAAAAAARPw/ar-78BZrIGM/s800/kaisou_wakame.png


長月
ハニートースト 牛乳 大豆 にんにく ホールトマト 小松菜 食パン じゃがいも

チリコンカン ベーコン 芽ひじき しょうが トマトピューレ キャベツ バター マカロニ

小松菜とひじきのサラダ 豚かた肉 たまねぎ えだまめ もやし はちみつ さとう

ひよこまめ にんじん 赤ピーマン 油 ごま油・ごま

きつねうどん 牛乳 鶏もも肉 干ししいたけ 長ねぎ さやいんげん うどん ごま

五目きんぴら 油揚げ さつま揚げ にんじん 小松菜 かぼちゃ さとう さつまいも

さつまいもとかぼちゃの天ぷら ながこんぶ しめじ ごぼう 油 小麦粉

削り節 たまねぎ だいこん じゃがいも でんぷん

コーン入りシーフードピラフ 牛乳 鶏もも肉 エリンギ えだまめ ホールトマト 精白米

チキンティッカ ベーコン ヨーグルト にんじん にんにく 小松菜 バター

ABCスープ いか 豚かた肉 たまねぎ セロリー 油

あさり ホールコーン キャベツ マカロニ

ごはん・リユーズふりかけ 牛乳 刻み昆布 にんじん にんにく 精白米 油

魚のピリ辛焼き ながこんぶ 豆腐 小松菜 たまねぎ さとう じゃがいも

カレー味ポテトソテー さば みそ 長ねぎ さやいんげん ごま バター

はくさいと玉ねぎのみそ汁 ベーコン わかめ しょうが はくさい ごま油

麻婆豆腐丼 牛乳 鶏もも肉 にんにく・しょうが たまねぎ チンゲン菜 精白米 でんぷん

大根とえのきのスープ 豚ひき肉 わかめ 長ねぎ えのきたけ にんじん 米粒麦 ごま油

春雨サラダ みそ 干ししいたけ きくらげ キャベツ 油 はるさめ

豆腐 にら だいこん・だいこん葉 もやし・きゅうり さとう

五目ごはん 牛乳 豚かた肉 ごぼう 万能ねぎ チンゲン菜 精白米 でんぷん

イカのかりんとう揚げ 鶏もも肉 豆腐 干ししいたけ しょうが 米粒麦 小麦粉

冬瓜のスープ 油揚げ たけのこ たまねぎ 油 ごま油

いか にんじん とうがん さとう

☆重陽の節句献立 牛乳 豆腐 しょうが さやいんげん 菊の花 精白米 こんにゃく

麦ごはん・魚のねぎみそ焼き あじ 長ねぎ だいこん 米粒麦 じゃがいも

さつま揚げとじゃがいもの炒めもの みそ ごぼう 干ししいたけ さとう ごま

菊の花入りすまし汁 さつま揚げ にんじん 小松菜 油・ごま油 でんぷん

クッパ 牛乳 豚ばら肉 しょうが 長ねぎ にら 精白米 じゃがいも

豚肉とキムチ炒め 鶏もも肉 豚かた肉 にんじん 小松菜 さとう さつまいも

スイートポテト 刻み昆布 生クリーム たまねぎ はくさい でんぷん バター

たまご 干ししいたけ 白菜キムチ 油 はちみつ

ジャンバラヤ 牛乳 いか トマトジュース ホールトマト 精白米 でんぷん

パンチビーンズ ベーコン 大豆 にんにく さやいんげん 米粒麦 じゃがいも

マカロニスープ 鶏むね肉 豚かた肉 セロリー にんじん バター マカロニ

ウィンナー たまねぎ 小松菜 油

スパゲティナポリタン 牛乳 ハム にんにく エリンギ だいこん スパゲッティ ごま油

パリパリじゃがサラダ ゼラチン 粉チーズ セロリー トマトペースト きゅうり 油 ねりごま・ごま

クラムチャウダー 鶏むね肉 あさり にんじん ピーマン ホールコーン さとう じゃがいも

ベーコン 生クリーム たまねぎ キャベツ 乾燥パセリ バター 小麦粉

麦ごはん 牛乳 豆腐 にんにく もやし キャベツ 精白米 でんぷん

プルコギ 豚かた肉 しょうが りんご 小松菜 米粒麦 ごま

中華風サラダ わかめ たまねぎ にら はくさい 油 ごま油

豆腐と春雨のスープ 鶏むね肉 にんじん だいこん チンゲン菜 さとう はるさめ

チーズトースト 牛乳 にんにく かぼちゃ もやし 食パン 小麦粉

かぼちゃ入りシチュー ピザチーズ セロリー パセリ ホールコーン バター さとう

にんじんドレッシングのサラダ 鶏むね肉 たまねぎ キャベツ 油

生クリーム にんじん 小松菜 じゃがいも

☆伊那市産しめじ・えのき使用献立 牛乳 わかめ たかな漬け キャベツ しめじ 精白米 ごま

麦ごはん・高菜とじゃこのふりかけ ちりめんじゃこ 油揚げ しょうが ホールコーン えのきたけ 米粒麦 でんぷん

山賊焼き・野菜炒め 鶏もも肉 豆腐 にんにく さやいんげん 小松菜 油 じゃがいも

伊那市産きのこ入りみそ汁 豚かた肉 みそ にんじん だいこん ごま油

☆まごはやさしい献立 牛乳 大豆 にんじん 干ししいたけ 精白米 こんにゃく

豆入りひじきご飯 鶏ひき肉 さば 長ねぎ はくさい 油 でんぷん

さばのコチュジャン焼き 芽ひじき 鶏むね肉 しょうが なし さとう

吉野汁・梨 油揚げ 豆腐 にんにく ごま油

中華丼 牛乳 たまご しょうが はくさい もやし 精白米 さとう

大根ともやしの中華サラダ 豚かた肉 生クリーム ごぼう えのきたけ 江戸菜 米粒麦 でんぷん

マーラーカオ なると にんじん 小松菜 油 ごま油・ごま

わかめ たまねぎ だいこん こんにゃく バター・小麦粉

ごはん・ゆかりふりかけ 牛乳 ゆかり 長ねぎ たまねぎ 精白米 でんぷん

春巻き 豚かた肉 干ししいたけ キャベツ セロリー ごま 春巻きの皮・小麦粉

青菜とコーンのソテー 鶏むね肉 にんじん チンゲン菜 小松菜 油 バター

野菜スープ たけのこ ホールコーン はるさめ じゃがいも

わかめご飯 牛乳 豚かた肉・豚ばら肉 しょうが にんじん 精白米 じゃがいも

鶏肉の七味焼き 炊き込みわかめ 油揚げ にんにく だいこん 油 こんにゃく

青のりポテト 鶏もも肉 豆腐 長ねぎ りんご さとう

豚汁・りんご 青のり みそ ごぼう ごま油

シーフードスパゲティ 牛乳 昆布茶 にんにく セロリー スパゲッティ バター

ポテトチーズ焼き ベーコン 生クリーム にんじん キャベツ 油 じゃがいも

ジュリエンヌスープ いか・あさり 豚かた肉 たまねぎ オリーブ油

粉チーズ・ピザチーズ ウィンナー エリンギ さとう

ごまごはん 牛乳 みそ にんじん チンゲン菜 精白米 小麦粉

魚のフライ しいら わかめ たまねぎ にら 米粒麦 でんぷん

ベーコンと野菜のソテー ベーコン キャベツ だいこん ごま パン粉

わかめと大根のみそ汁 豆腐 もやし 小松菜 油

中華おこわ 牛乳 ちりめんじゃこ 長ねぎ にんじん キャベツ 精白米 ワンタンの皮

ワンタンスープ 豚もも肉 干ししいたけ しょうが もち米 でんぷん

じゃこサラダ 焼豚 たけのこ もやし 油・ごま油 じゃがいも

鶏ひき肉 ホールコーン 小松菜 さとう ごま

学校給食摂取量
エネルギー 830 Kcal

たんぱく質 ２７～４１ g

※材料等の都合により、献立を変更することがあります。ご了承ください。 今月の平均値
エネルギー 823 Kcal

たんぱく質 30.8 g

30 水 ○
エネルギー 824 Kcal

たんぱく質 30.6 g

29 火 ○
エネルギー 799 Kcal

たんぱく質 33.3 g

28 月 ○
エネルギー 811 Kcal

たんぱく質 35.4 g

25 金 ○
エネルギー 839 Kcal

たんぱく質 31.7 g

24 木 ○
エネルギー 795 Kcal

たんぱく質 23.8 g

23 水 ○
エネルギー 851 Kcal

たんぱく質 25.2 g

18 金 ○
エネルギー 827 Kcal

たんぱく質 37.3 g

17 木 ○
エネルギー 834 Kcal

たんぱく質 31.5 g

16 水 ○
エネルギー 867 Kcal

たんぱく質 29.8 g

15 火 ○
エネルギー 793 Kcal

たんぱく質 29.7 g

14 月 ○
エネルギー 834 Kcal

たんぱく質 33.1 g

11 金 ○
エネルギー 832 Kcal

たんぱく質 31.4 g

10 木 ○
エネルギー 836 Kcal

たんぱく質 27.0 g

9 水 ○
エネルギー 793 Kcal

たんぱく質 32.1 g

8 火 ○
エネルギー 812 Kcal

たんぱく質 37.5 g

7 月 ○
エネルギー 832 Kcal

たんぱく質 32.8 g

4 金 ○
エネルギー 800 Kcal

たんぱく質 30.5 g

3 木 ○
エネルギー 802 Kcal

たんぱく質 35.2 g

2 水 ○
エネルギー 882 Kcal

たんぱく質 31.0 g

９月　献 立 表
令和2年　８月

牛込第一中学校

1 火 ○
エネルギー 801 Kcal

たんぱく質 28.9 g

新宿区の友好提携都市である伊那市から、とれたてのしめじとえのきが届きます。

17日の献立「きのこ入りみそ汁」に使用します。


