
日 曜 主な体の組織をつくるもの 主にエネルギーとなるもの
エネルギー
（kcal)

たんぱく質
（g）

1 水
ビスキュイパン　　野菜スープ
みかんシャーベット　　牛乳

たまご,豚肉,レンズ豆
牛乳

ショートニングパン,ﾌﾞﾙｰﾍﾞ
ﾘｰｼﾞｬﾑ,バター,砂糖,薄力
粉,アーモンド,油,じゃがいも

773 25.7

6 月
西湖豆腐丼　　茎わかめのきんぴら
冷凍パイン　　牛乳

くきわかめ,豚肉
冷凍豆腐,牛乳

米,麦,白ごま,油,砂糖
でんぷん

787 27.0

7 火
ちらし寿司　　鶏肉のごま味噌焼き
七夕汁　　牛乳　　【　七夕　】

油揚げ,手巻きのり,鶏肉
みそ,なると,牛乳

米,白ごま,砂糖,油,あられ麩
そうめん

800 32

8 水
ソース焼きそば　　パンチビーンズ
もちもちチーズポテト　　牛乳
【　ふれあい農園会給食　】

豚肉,あおのり,大豆
ダイスチーズ,牛乳

むし中華麺,油,でんぷん
じゃがいも,薄力粉

881 32.3

9 木
豚肉のしぐれご飯
ししゃもの唐揚げ　　利休汁
牛乳

豚肉,みそ,ししゃも
豆腐,牛乳

米,麦,砂糖,白ごま
でんぷん,練りごま

795 40.6

10 金
ナン　　ひよこ豆のサラダ
キーマカレー　　すいか　　牛乳
【　インド　】

ひよこ豆,豚肉
大豆ミート,牛乳

ナン,砂糖,油,バター 806 33.1

13 月
ゆかりごはん　　千草焼き
肉じゃが　　牛乳

鶏ひき肉,ひじき,たまご
豚肉,さつま揚げ,牛乳

米,麦,油,砂糖,じゃがいも 849 31.8

14 火
ハヤシライス
キャベツとコーンのサラダ
マスカット　　牛乳

豚肉,レンズ豆,牛乳
米,麦,じゃがいも,油,小麦粉
バター,生クリーム,砂糖

847 26.3

15 水
冷やし中華　　中華カステラ
牛乳　　【　とれたて村給食　】

ハム,鶏肉
たまご,牛乳

冷凍ラーメン,油,白ごま
砂糖,生クリーム,薄力粉
コーンスターチ

823 33.9

16 木
枝豆ごはん　　鯖の韓国風焼き
トッポギスープ　　牛乳

炊き込みわかめ,さば
豚肉,たまご,牛乳

米,麦,砂糖,白ごま,油
トッポギ

807 33.6

17 金
ツナドックパン　　コーン卵スープ
みかんヨーグルト　　牛乳

ツナ,蒸し大豆,鶏肉
ベーコン,たまご
ヨ-グルト,牛乳

コッぺパン,油,マヨネーズ
じゃがいも

850 30.6

20 月
ごはん　　タッカルビ
わかめスープ　　ぶどうゼリー
牛乳

鶏肉,豆腐,生わかめ
粉寒天,ゼラチン,牛乳

米,麦,砂糖,油,トッポギ
でんぷん,白ごま

878 31.7

21 火
さんまごはん　　とうもろこし
具だくさん味噌汁　　牛乳
【　土用の丑の日　】

さんま,生わかめ,油揚げ
みそ,牛乳

米,麦,でんぷん,油
砂糖,じゃがいも

855 27.7

22 水
スパゲッティナポリタンソース
カラフルサラダ
ティラミス風デザート　　牛乳

ベーコン,豚肉
粉チーズ,粉寒天
クリームチーズ,牛乳

スパゲッテイ,油,砂糖
生クリーム,タルトカップ

859 29.7

27 月
ごはん　　そぼろふりかけ
ホッケの一夜干し　　豆腐団子汁
牛乳

豚肉,高野豆腐粉末
ほっけ,鶏肉,豆腐,牛乳

米,麦,砂糖,油,白玉粉 774 34.2

28 火
冷やしごまだれうどん
たこポテト　　牛乳

鶏肉,たこ,たまご
粉かつお,あおのり,牛乳

冷凍うどん,油,砂糖
白ごま,練りごま,,じゃがいも
でんぷん

839 34.2

29 水
フレンチトースト　　チリコンカン
冷凍アップル　　牛乳

牛乳,たまご,ベーコン
豚肉,大豆,牛乳

食パン,砂糖,バター
油,じゃがいも

811 32.7

30 木
夏野菜のカレーライス
じゃこサラダ　　メロン　　ジョア

豚肉,ピザチーズ
ちりめんじゃこ,ジョア

米,麦,油,バター,小麦粉
じゃがいも,白ごま,砂糖

863 29.3

26 水
チキンカレーライス
わかめサラダ　　牛乳

鶏肉,ピザチーズ
生わかめ,牛乳

米,麦,じゃがいも,油
小麦粉,バター,砂糖

857 26.3

27 木
ガーリックフランス
ポテトとコーンのスープ
フルーツヨーグルト　　牛乳

鶏肉,ベーコン
ヨ-グルト,牛乳

ソフトフランスパン
ソフトマーガリン
じゃがいも,油

767 23.5

28 金
ライス　　ロモ・サルタード
ツナサラダ　　すいか　　牛乳
【　ペルー　】

豚肉,ツナ油漬,牛乳
米,麦,油,じゃがいも
砂糖

797 27.3

31 月
海鮮チャーハン
じゃがいもの中華風和え
春雨スープ　　牛乳

むきえび,いか
焼き豚,豚肉,ハム
鶏肉,豆腐,牛乳

米,麦,油,じゃがいも
三温糖,緑豆春雨

783 32.5

825 30.6

840 31.0

◎学校行事や食材費等の都合により、献立の変更並びに回数が少なくなることがあります。 ７月分　一日あたりの平均

人参,ぶなしめじ,ごぼう,生姜,さやいんげん
干し椎茸,大根,小松菜,こんにゃく

人参,小松菜,キャベツ,にんにく,生姜
玉葱,セロリー,粒コーン缶,冷凍グリンピース
すいか

ゆかり,生姜,玉葱,人参,たけのこ水煮
干し椎茸,冷凍グリンピース,糸こんにゃく
さやいんげん

玉葱,人参,にんにく,セロリー,トマトピューレ
きゅうり,キャベツ,粒コーン缶,マスカット

生姜,とうもろこし,長葱,玉葱,大根,人参,小松
菜

玉葱,エリンギ,ボイルトマト,ピーマン
生姜,キャベツ,人参,大根,小松菜,すいか

玉葱,人参,粒コーン缶,セロリー,小松菜
みかん缶

枝豆,にんにく,生姜,長葱,ぶなしめじ
玉葱,たけのこ水煮,人参,大根,にら

生姜,にんにく,白菜キムチ,人参,キャベツ
長葱,にら,玉葱,小松菜,ぶどうジュース

セロリー,人参,玉葱,マッシュルーム水煮
ボイルトマト,ピーマン,小松菜,キャベツ
赤パプリカ,粒コーン缶

にんにく,生姜,玉葱,人参
冷凍グリンピース,もやし,キャベツ
粒コーン缶

にんにく,人参,玉葱,粒コーン缶
セロリー,キャベツ,みかん缶
黄桃缶,パイン缶

長葱,人参,きゅうり,チンゲンサイ

にんにく,生姜,玉葱,人参,キャベツ,
りょくとうもやし,ピーマン,ぶなしめじ

人参,れんこん,干し椎茸,かんぴょう
さやいんげん,長葱,小松菜

りょくとうもやし,きゅうり,人参,キャベツ

1人1回当たりの学校給食摂取基準

令和２年７月・８月給食献立予定表
板橋区立志村第三中学校

実施日
献　　立　　名

材　　　　料　　　　名 栄　養　価

主に体の調子を整えるもの

夏　休　み

生姜,人参,たけのこ水煮,干し椎茸
さやいんげん,ごぼう,大根,こんにゃく,長葱
小松菜

きゅうり,りょくとうもやし,人参,キャベツ
長葱,紅しょうが

玉葱,人参,ボイルトマト,トマトピューレ
マッシュルーム水煮,冷凍グリンピース,りんご

にんにく,玉葱,ボイルトマト,なす,ズッキーニ
かぼちゃ,人参,小松菜,キャベツ,メロン

セロリー,玉葱,キャベツ,人参,さやいんげん
えのきたけ,みかんシャーベット

ごぼう,糸こんにゃく,にんにく,生姜,人参
玉葱,干し椎茸,たけのこ水煮,トマト,長葱
にら,冷凍パイン


