
令和３年６月 新宿区立牛込第二中学校

エネルギー たんぱく質

ｋｃａｌ ｇ

1 火 ○
焼きそばパン　太平燕
野菜と豆のサラダ

732 28.6

2 水 ○
カリカリ梅のじゃこご飯
揚げ出し豆腐　飛鳥汁

812 26.6

3 木 ○
麦ごはん　キムチチゲ
メンマと胡瓜の辛味炒め

784 29.0

4 金 ○
麦ごはん　アジのカレー揚げ
れんこんきんぴら　若竹汁 763 31.7

7 月 ○
和風アスパラスパゲッティー
ツナサラダ　ココアババロア 841 33.4

8 火 ○
麦ごはん　筑前煮
のりの佃煮　すまし汁 797 28.4

9 水 ○
海老チリ炒飯　巣ごもり風卵焼
広東スープ 749 32.1

10 木 ○
麦ごはん　魚の竜田揚げ
ゆかり和え　雷汁

783 35.6

11 金 ○
ココアパン　マカロニグラタン
ペイザンヌスープ　河内晩柑 901 33.4

14 月 ○
豚丼　切干大根のハリハリ漬け
南瓜と油揚げの味噌汁 820 28.2

15 火 ○
レモンバタートースト
カレーポークビーンズ
カラフルサラダ

712 23.6

16 水 ○
麦ごはん　鮭の梅マヨネーズ焼き
キャベツの昆布漬け　にらたま汁 747 33.1

17 木 ○
クリームソースライス
ブロッコリーサラダ　オレンジ 845 29.4

18 金 ○
麦ごはん　豚肉の生姜焼き
小松菜の磯和え　具だくさん味噌汁 724 28.2

22 火 ○
ナシゴレン　鶏肉のサテー
ビーフンスープ 891 35.1

23 水 ○
長崎ちゃんぽん　イカのかりん揚げ
アセロラゼリー 774 33.3

24 木 ○
麦ごはん　ひじき入り卵焼き
じゃこおかかふりかけ
ごまドレサラダ　味噌汁

752 31.4

25 金 ○
ハヤシライス
ポテト野菜サラダ　小玉スイカ 843 27.9

28 月 ○
枝豆じゃこご飯　肉豆腐
味噌汁

767 34.4

29 火 ○
麻婆茄子丼　はるさめ中華スープ
冷凍みかん 759 23.3

30 水 〇
焼きカレーパン　シーフードチャウダー
パンプキンハニーサラダ 955 34.9

◎ 食材料納入・学校行事等の都合により、献立を変更することがあります。 798 30.6

◎ 新型コロナウイルス感染症予防対策に応じた新宿区参考献立に準ずる献立を提供します。 830 33

 献　　立　　表

生徒1人1回あたりの学校給食摂取基準

６月分　1日あたりの平均

献　　　　　　　　　立牛乳曜日日 おもに体の組織を作る

牛乳,豚かた肉,あおのり,
豚肩,むきえび,なると,う
ずら卵,ひよこまめ(乾)

牛乳,ちりめんじゃこ,押し
豆腐,けずり節,豚ばら肉
小間,油揚げ,赤みそ,白み

そ,調理用牛乳

牛乳,豚ばら肉,豚肩,豆腐,
あさりむきみ(水煮),赤み

そ.,鶏肉もも小間

牛乳,あじ60ｇ,豆腐,
生わかめ

牛乳,ベーコン,鶏もも肉小間,あ
さりむきみ(水煮),けずり節,ひ
よこまめ,ツナ油漬,調理用牛乳,

生クリーム

牛乳,鶏もも肉,生揚げ,ほ
しのり,出し昆布

牛乳,豚肩,ベーコン 短冊,
むきえび,卵,豆腐,あさり

むきみ

牛乳,ちりめんじゃこ,豚モ
モ肉小間,けずり節,押し豆
腐,赤みそ,白みそ,生わか

め

牛乳,豚ひき肉,赤みそ.,鶏
もも肉

牛乳,豚ひき肉,大豆(乾),
ベーコン,調理用牛乳,むき
えび,いか,あさりむきみ

(水煮),生クリーム

牛乳,豚肩肉角,白いんげん
(乾),生クリーム

牛乳,さけ60g,油揚げ,塩昆
布,絹ごし豆腐,卵

牛乳,鶏肉もも小間,あさり
むきみ(水煮),調理用牛乳,

生クリーム

牛乳,豚肩ロース30g,刻み
のり,赤みそ,白みそ,豆腐

牛乳,むきえび,卵,鶏もも
肉60g,豚ばら肉

牛乳,豚肩,むきえび,小柱
（いたや貝）,あさりむき

み(水煮),いか

牛乳,鶏挽肉,芽ひじき
(乾),卵,ちりめんじゃこ,
粉かつお,油揚げ,赤みそ,

白みそ,豆腐

牛乳,豚モモ肉小間

牛乳,しいら,押し豆腐,け
ずり節,煮干し厚削り,豚ば

ら肉

牛乳,鶏もも肉小間,スキム
ミルク,ピザ用チーズ,ベー

コン,白いんげん(乾)

牛乳,豚ばら肉,豚モモ肉小
間,油揚げ,赤みそ,白みそ

おもにエネルギーになる

コッぺパン,バター,炒め油
（米ぬか油）,むし中華めん
（学）,炒め油(ひまわり油),

ラード,はるさめ,ごま油

精白米,米粒麦,揚げ油(ひま
わり油),でんぷん,炒め油(ひ

まわり油),じゃがいも

精白米,米粒麦,ごま油,じゃ
がいも,白すりごま,さとう

精白米,米粒麦,揚げ油(ひま
わり油),小麦粉,パン粉（乾）,
つきこんにゃく,さとう,ごま油

スパゲッティ,油(ひまわり油),
さとう,バター,じゃがいも

精白米,米粒麦,炒め油(ひま
わり油),さとう,こんにゃく,じゃ

がいも,小町麩

精白米,米粒麦,炒め油(ひま
わり油),ごま油,油(ひまわり

油),でんぷん

精白米,米粒麦,揚げ油(ひま
わり油),でんぷん,油(ひまわ

り油)

ココアパン,炒め油(ひまわり
油),油(ひまわり油),バター,
小麦粉,マカロニ,パン粉

（乾）,じゃがいも

チャンポン麺,油(ひまわり
油),ごま油,でんぷん,揚げ油
(ひまわり油),小麦粉,さとう

精白米,米粒麦,油(ひまわり
油),三温糖,さとう,ごま油,白
練りごま,白ごま,じゃがいも

精白米,米粒麦,油(ひまわり
油),バター,小麦粉,さとう,

じゃがいも

精白米,米粒麦,炒め油(ひま
わり油),つきこんにゃく,さとう

精白米,米粒麦,炒め油(ひま
わり油),つきこんにゃく,さとう

食パン,バター,さとう,油(ひま
わり油),じゃがいも,米粉,オ

リーブ油

精白米,米粒麦,マヨネーズ,
さとう,ごま油,でんぷん

精白米,米粒麦,バター,炒め
油(ひまわり油),小麦粉,米粉,

油(ひまわり油),さとう

精白米,米粒麦,油(ひまわり
油),さとう

精白米,米粒麦,炒め油(ひま
わり油),さとう,油(ひまわり油),

でんぷん,ごま油,はるさめ

ｼｮｰﾄﾆﾝｸﾞﾊﾟﾝ ,油(ひまわり
油),小麦粉,炒め油(ひまわり
油),パン粉（乾）,じゃがいも,

バター,さとう,はちみつ

おもに体の調子を整える

にんじん,たまねぎ,キャベツ,きくらげ,はくさ
い,にんにく,しょうが,長ねぎ,こまつな,もやし

梅干し,だいこん,にんじん,干し椎茸,長ねぎ,
こまつな

にんにく,しょうが,白菜キムチ,にんじん,だい
こん,しめじ,長ねぎ,きゅうり,水煮メンマ

れんこん,にんじん,さやいんげん,新たけの
こ（水煮）,こまつな

にんじん,たまねぎ,えのきたけ,マッシュルー
ム水煮,グリーンアスパラガス,キャベツ

ごぼう,にんじん,たけのこ(水煮),干ししいた
け,さやいんげん,えのきたけ,しめじ,ほうれん

そう

にんにく,しょうが,にんじん,たまねぎ,ホール
コーン,マッシュルーム水煮,キャベツ,ほうれ

んそう,はくさい,チンゲンサイ

しょうが,キャベツ,にんじん,きゅうり,しそ葉,ゆ
かり,だいこん,干し椎茸,長ねぎ

しょうが,ごぼう,にんじん,たまねぎ,長ねぎ,切
干し大根,かぼちゃ

たまねぎ,マッシュルーム水煮,セロリー,にん
じん,にんにく,キャベツ,河内晩柑

レモン（果汁）,にんにく,にんじん,たまねぎ,
セロリー,きゅうり,キャベツ,とうもろこし

梅びしお,キャベツ,きゅうり,ヤングコーン,た
まねぎ,にら

精白米,米粒麦,ごま油,炒め
油(ひまわり油),油(ひまわり
油),さとう,白練りごま,ビーフ

ン,でんぷん,白ごま

にんにく,セロリー,たまねぎ,にんじん,トマト
ピューレ,マッシュルーム水煮,キャベツ,黄パ

プリカ,レモン（果汁）,小玉すいか

むきえだまめ,にんじん,たまねぎ,さやいんげ
ん,えのきたけ,だいこん,長ねぎ

にんにく,しょうが,長ねぎ,なす,ピーマン,黄
ピーマン,にんじん,たまねぎ,もやし,チンゲ

ンサイ,冷凍みかん

たまねぎ,にんじん,にんにく,キャベツ,きゅう
り   かぼちゃ

にんじん,たまねぎ,マッシュルーム水煮,に
んにく,セロリー,ブロッコリー,キャベツ,ホー

ルコーン,オレンジ

しょうが,こまつな,もやし,とうもろこし,だいこ
ん,たまねぎ,長ねぎ,ほうれんそう

長ねぎ,干し椎茸,にんじん,たけのこ(水煮),
にんにく,しょうが,きくらげ,キャベツ,もやし

にんにく,しょうが,長ねぎ,きくらげ,にんじん,
たけのこ(水煮),たまねぎ,キャベツ,もやし,ｱ

ｾﾛﾗ(10%果汁入り飲料)

にんじん,さやいんげん,キャベツ,きゅうり,も
やし,えのきたけ,長ねぎ,こまつな


