
えびピラフ 830 kcal

魚のミモザ焼き 35.8 ｇ

コーンポタージュ

くだもの

麻婆豆腐丼 770 kcal

パリパリサラダ 28.1 ｇ

麦ご飯 808 kcal

いわしの蒲焼き 35.1 ｇ

大根と油揚げのみそ汁

きなこ大豆
★9年1組リクエスト ★醤油ラーメン 750 kcal

青のりポテトビーンズ 29.2 ｇ

ぶどうゼリー

磯おこわ 754 kcal

和風卵焼き 33.7 ｇ

呉汁

くだもの

黒砂糖パン 775 kcal

チョルバ(スープ) 35.6 ｇ

ミティティー(肉団子)

キャベツとコーンのサラダ

麦ご飯 809 kcal

のりの佃煮 34.3 ｇ

ニギスのごま衣フライ

筑前煮

★9年3組リクエスト ★カツカレーライス 871 kcal

糸寒天入りサラダ 28.2 ｇ

豚肉のみぞれ丼 771 kcal

かきたま汁 33.9 ｇ

くだもの

スパゲティーミートソース 802 kcal

フレンチサラダ 30.7 ｇ

★ガトーショコラ

ミルクパン 811 kcal

ビーフシチュー 30.5 ｇ

小松菜とツナのサラダ
くだもの

ゆかりごはん 767 kcal

鮭の塩焼き 36.7 ｇ

ごまあえ

粕汁

メキシカンピラフ 766 kcal

白身魚のチーズ焼き 32.6 ｇ

白菜のスープ

野沢菜ご飯 791 kcal

太平汁 28.5 ｇ

★8年1組リクエスト ★山賊焼き

麦ご飯 791 kcal

魚のピリ辛焼き 32.2 ｇ

海藻サラダ

根菜の利休汁
★9年2組リクエスト ★スタミナサラダうどん 767 kcal

28.2 ｇ

～埼玉県の料理～ みそポテト（埼玉県）

麦ご飯 749 kcal

ひじきふりかけ 30.5 ｇ

生揚げと野菜の中華煮

切り干し大根のピリ辛あえ

772～
888

26.9
～41.5

世界味めぐりツアー
～ルーマニア～

　　節分

～長野県の料理～

★8年2組・9年2組
リクエスト

受験応援メニュー！

牛乳,いわし,刻みのり,
豚肉,油揚げ,赤みそ,

白みそ,いり大豆,きな粉

学校給食用米,押麦,
でんぷん,揚げ油,砂糖,

白ごま

人参,大根,白菜,えのきたけ,
長葱,小松菜

主に体の調子を
整えるもの たんぱく質

※食材などの関係で、献立を一部変更する場合があります。
※今月の給食費引き落としは１5日（水）です。
★・・・リクエストメニュー

区分
エネルギー

(kcal)
たんぱく質

(g)

1月分平均 787 32.0

板橋区学校給食摂取基準

令和5年　2月分献立表
板橋区立上板橋第一中学校

日 献立
牛
乳

材　　料　　名
ｴﾈﾙｷﾞｰ

主に体の組織を
つくるもの

主にエネルギー
となるもの

○

○

○

1
水

3
金

6
月

牛乳,鶏肉,えび,ホキ,
たまご,ベーコン,

調理用牛乳

学校給食用米,押麦,油,
バター,マヨネーズ

玉葱,人参,粒コーン缶,
マッシュルーム水煮,ピーマン,
パセリ,クリームコーン缶,

りんご

2
木

牛乳,冷凍豆腐,豚ひき肉,
大豆,八丁みそ,赤みそ

学校給食用米,押麦,油,
三温糖,ごま油,でんぷん,
はちみつ,ワンタンの皮,

揚げ油

生姜,人参,長葱,たけのこ水煮,
エリンギ,にら,キャベツ,
きゅうり,粒コーン缶

○

○

牛乳,豚肉,大豆,
あおのり,アガー

むし中華めん,ごま油,油,
じゃがいも,揚げ油,砂糖

にんにく,生姜,人参,もやし,
キャベツ,粒コーン缶,長葱,

チンゲンサイ,ぶどうジュース

7
火

牛乳,鶏肉,ひじき,
油揚げ,刻み昆布,
たまご,豆腐,大豆,
白みそ,赤みそ

学校給食用米,もち米,
砂糖,じゃがいも,油

しらたき,人参,さやいんげん,
玉葱,長葱,大根,小松菜,
こんにゃく,オレンジ

8
水

牛乳,鶏肉,ベーコン,
大豆,プレ-ンヨ-グルト,
牛ひき肉,豚ひき肉,
たまご,調理用牛乳

黒砂糖パン,油,じゃがいも,
ソフトパン粉,砂糖

にんにく,生姜,セロリー,玉葱,
人参,ボイルトマト,レモン汁,
キャベツ,きゅうり,粒コーン缶

○

9
木

牛乳,のり,にぎす,
たまご,鶏肉

学校給食用米,押麦,砂糖,
小麦粉,ソフトパン粉,

白ごま,揚げ油,油,三温糖

れんこん,たけのこ水煮,
ごぼう,人参,こんにゃく,

干し椎茸,大根,さやいんげん
○

10
金

牛乳,豚ひき肉,
ピザチーズ,鶏もも肉,
たまご,生わかめ,糸寒天

学校給食用米,押麦,油,
じゃがいも,小麦粉,バター,
ソフトパン粉,生パン粉,

揚げ油,砂糖

にんにく,生姜,玉葱,人参,
キャベツ,小松菜

○

13
月

牛乳,豚肉,鶏肉,たまご,
豆腐

学校給食用米,押麦,油,
砂糖,白ごま,でんぷん

生姜,糸こんにゃく,人参,
たけのこ水煮,玉葱,干し椎茸,
大根,万能ねぎ,長葱,小松菜,

いちご

○

14
火

牛乳,豚ひき肉,
大豆ミート,たまご,

調理用牛乳

スパゲッテイ,油,砂糖,
バター,グラニュー糖,

製菓用米粉,チョコレート,
粉砂糖

にんにく,生姜,セロリー,玉葱,
人参,トマト,トマトジュース

マッシュルーム水煮,
トマトピューレ,キャベツ,

小松菜,粒コーン缶

○

15
水

牛乳,牛肉,豚肉,
ひよこ豆,ツナ油漬

ミルクパン,油,じゃがいも,
赤ざらめ,バター,薄力粉,

生クリーム,砂糖

にんにく,生姜,玉葱,人参,
マッシュルーム水煮,

トマトピューレ,キャベツ,
小松菜,オレンジ

○

16
木

牛乳,塩鮭,豚肉,豆腐,
油揚げ,赤みそ,白みそ

学校給食用米,押麦,
白ごま,白すりごま,砂糖,

油,じゃがいも

ゆかり,小松菜,もやし,
こんにゃく,人参,大根,長葱

○

17
金

牛乳,鶏肉ミックス,
ホキ,調理用牛乳,

ピザチーズ,ベーコン
大豆

学校給食用米,押麦,油,
バター,油,薄力粉,

生クリーム

玉葱,人参,粒コーン缶,
マッシュルーム水煮,

トマトジュース,ピーマン,
にんにく,ほうれんそう,白菜

○

20
月

牛乳,油揚げ,鶏もも肉,
焼き竹輪

学校給食用米,油,砂糖,
白ごま,でんぷん,揚げ油,

里芋,ごま油

野沢菜,にんにく,生姜,人参,
大根,長葱,小松菜

○

21
火

牛乳,さば,
海草ミックス,豚肉,

白みそ

学校給食用米,押麦,
三温糖,ごま油,白ごま,油,
砂糖,じゃがいも,練りごま

にんにく,生姜,長葱,きゅうり,
キャベツ,人参,粒コーン缶,
玉葱,干し椎茸,ごぼう,大根,

小松菜,こんにゃく

○

27
月

牛乳,豚肩,白みそ
冷凍細うどん,ごま油,油,
砂糖,白ごま,じゃがいも,
薄力粉,でんぷん,揚げ油

人参,もやし,キャベツ,
きゅうり,生姜,にんにく,長葱

○

28
火

牛乳,ひじき,花かつお,
豚肉,冷凍生揚げ,

赤みそ

学校給食用米,押麦,白ごま,
油,三温糖,砂糖,でんぷん,

ごま油

にんにく,生姜,きくらげ,人参,
白菜,長葱,切干し大根,

きゅうり,もやし
○


