
板橋区立桜川中学校

主に体の組織を
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)

脂質
(g)

1 水

牛乳
五目おこわ
魚のごま味噌焼
豚汁

★牛乳,焼き豚,油揚げ,鮭,
白みそ,豚肉,豆腐,赤みそ

精白米,もち米,砂糖,油,ご
ま油,三温糖,★白すりご
ま,じゃがいも

853 44.2 26.8

2 木

【世界の料理　アメリカ】

牛乳・ホットドッグ
フライドポテト
マンハッタンクラムチャウダー

★牛乳,ウィンナー,ほたて
がい,ベーコン,鶏肉,大豆

コッぺパン,油,砂糖,じゃが
いも,揚げ油,ＡＢＣマカロニ 852 33.3 31.4

3 金

【ふれあい農園会・じゃがいも】

牛乳・高菜チャーハン
じゃがたこ焼き
コーン卵スープ

★牛乳,豚肉,たこ,粉かつ
お,卵

精白米,ごま油,じゃがいも,
でんぷん,揚げ油,油 795 32.3 21.7

6 月

牛乳
ツナピラフ
ミラノ風カツレツ
白菜のスープ

★牛乳,ベーコン,ツナ水
煮,鶏もも肉,卵

精白米,炒め油,★バター,
小麦粉,ソフトパン粉,揚げ
油,オリーブ油,砂糖

858 34.3 33.7

7 火

【七夕献立】

牛乳・散らし寿司
七夕汁
サイダーポンチ

★牛乳,★えび,鶏肉,油揚
げ,刻みのり,寒天

精白米,砂糖,でんぷん,★
白ごま,そうめん,あられ麩,
はちみつ

846 29.6 20.9

8 水

牛乳
味噌ラーメン
春巻き
冷凍パイン

★牛乳,豚肉,赤みそ,豚ひ
き肉

むし中華めん,炒め油,ごま
油,三温糖,春巻きの皮,緑
豆春雨,砂糖,でんぷん,薄
力粉,揚げ油

789 29.7 23.1

9 木

牛乳
カレーミートパン
フレンチサラダ
野菜チャウダー

★牛乳,豚ひき肉,大豆ミー
ト,★ピザチーズ,ベーコン,
白いんげん,★調理用牛
乳,★生クリーム

マーガリンパン,炒め油,小
麦粉,砂糖,油,★バター,
じゃがいも

793 30.2 33.1

10 金

牛乳
中華おこわ
あじのピリ辛ソースかけ
わかめスープ

★牛乳,豚肉,あじ,豆腐,生
わかめ

もち米,精白米,炒め油,ご
ま油,でんぷん,揚げ油,砂
糖

786 36.7 27.0

13 月

牛乳
ジャージャー麺
豆もやしのナムル
ピーチゼリー

★牛乳,豚ひき肉,赤みそ,
八丁みそ,粉寒天

むし中華めん,炒め油,砂
糖,ごま油,でんぷん,三温
糖

804 32.1 22.8

14 火

牛乳
ひじきご飯
沖縄もずくの酢の物
サーターアンダギー

★牛乳,ひじき,鶏肉,油揚
げ,もずく(塩抜き),卵

精白米,もち米,炒め油,三
温糖,砂糖,ごま油,★白ご
ま,小麦粉,黒砂糖,油,揚げ
油

778 21.6 25.6

15 水

【とれたて村　きゅうり】

牛乳・たまごドッグ
スティックサラダ
ひよこ豆のスープ

★牛乳,卵,ベーコン,鶏肉,
ひよこ豆(ゆで）

ミルクパンコッペ,油,★マヨ
ネーズ,砂糖,じゃがいも,炒
め油

772 28.7 38.9

16 木

17 金

18 土

20 月

牛乳
かつお飯
あっさりきゃべつ
具だくさん味噌汁

★牛乳,かつお　角切り,豚
肉,豆腐,白みそ,花かつお
（荒節）,昆布

精白米,米粒麦,でんぷん,
揚げ油,三温糖,★白ごま,
ごま油,炒め油,じゃがいも

779 33.8 23.5

21 火

牛乳
豆腐とひき肉のあんかけ丼
切り干し大根のナムル
冷凍ピーチ

★牛乳,冷凍豆腐,豚ひき
肉

精白米,米粒麦,砂糖,ごま
油,炒め油,でんぷん 876 29.5 22.2

22 水
牛乳
ハヤシライス
海藻サラダ

★牛乳,豚肉,海草ミックス
精白米,米粒麦,炒め油,
じゃがいも,小麦粉,油,砂糖 879 29.0 24.1

27 月

牛乳
鶏ごぼうご飯
ポテト春巻き
あおさの味噌汁

★牛乳,鶏肉,油揚げ,★調
理用牛乳,★ピザチーズ,
あおさ,白みそ,赤みそ

精白米,もち米,炒め油,ご
ま油,三温糖,春巻きの皮,
じゃがいも,★バター,小麦
粉,揚げ油

773 22.8 27.1

28 火

【世界の料理　カナダ】

牛乳・メープルトースト
パリパリサラダ
サーモンチャウダー

★牛乳,生鮭,ベーコン,★
調理用牛乳,★生クリーム

食パン,ソフトマーガリン
(乳不使用),砂糖,メープル
シロップ,ワンタンの皮,揚
げ油,ごま油,炒め油,小麦
粉,油,★バター

812 28.3 38.7

29 水

牛乳
チンジャオロース丼
華風漬
冷凍パイン

★牛乳,豚肉
精白米,炒め油,三温糖,で
んぷん,ごま油,砂糖 825 30.4 21.0

30 木
オレンジジュース
夏野菜カレー
グリーンサラダ

★牛乳,豚肉,★粉チーズ
精白米,炒め油,いちごジャ
ム,★バター,小麦粉,油,揚
げ油,ごま油,砂糖

815 20.3 22.3

※　食材入荷の状況に応じて、献立を一部変更する場合があります。

日
曜
日 献　　立

エネルギー
(kcal)

30.4816

区分

生姜,にんにく,玉葱,セロ
リー,トマト,なす,ピーマン,赤
ピーマン,かぼちゃ,キャベ
ツ,もやし,人参,オレンジ
ジュース

玉葱,パセリ,大根,きゅうり,
人参,にんにく,セロリー

生姜,キャベツ,きゅうり,人
参,玉葱,小松菜

人参,ごぼう,干し椎茸,さや
いんげん,玉葱,パセリ,大
根,長葱,えのきたけ

にんにく,生姜,長葱,玉葱,
ほうれんそう,だいずもやし,
人参,ピーチジュース

人参,干し椎茸,糸こんにゃ
く,大根,きゅうり

７月分平均

きゅうり,人参,大根,にんに
く,玉葱,しめじ,粒コーン,
キャベツ,パセリ

人参,玉葱,生姜,にんにく,
小松菜,切干し大根,りょくと
うもやし,冷凍桃

板橋区学校給食摂取基準

たんぱく質
(g)

31.0820

生姜,にんにく,たけのこ水
煮,人参,玉葱,ピーマン,きゅ
うり,大根,冷凍パイン

令和2年７月分献立表

栄養価材　　　料　　　名

にんにく,セロリー,玉葱,人
参,トマトピューレ,キャベツ,
粒コーン缶,きゅうり,りょくと
うもやし

生姜,人参,たけのこ水煮,
干し椎茸,小松菜,玉葱,み
つば,黄パプリカ,赤ピーマ
ン,にんにく,長葱

主に体の調子を
整えるもの

人参,干し椎茸,ごぼう,糸こ
んにゃく,こんにゃく,大根,長
葱

にんにく,生姜,玉葱,セロ
リー,人参,ズッキーニ,ボイ
ルトマト,パセリ

にんにく,生姜,人参,高菜
漬,長葱,干し椎茸,粒コーン
レトルト,玉葱,クリームコー
ン缶,チンゲンサイ

粒コーン缶,冷凍グリンピー
ス,人参,玉葱,パセリ,にんに
く,ボイルトマト,白菜

人参,冷凍さやいんげん,ぶ
なしめじ,オクラ,長葱,黄桃
缶,パイン缶,★みかん缶

にんにく,生姜,玉葱,人参,
干し椎茸,キャベツ,もやし,
にら,粒コーン缶,長葱,たけ
のこ水煮,冷凍パイン

人参,玉葱,キャベツ,グリー
ンアスパラ,粒コーン缶,マッ
シュルーム水煮,粒コーン,
パセリ

板橋育ちの

じゃがいもです

北海道産きゅうり

期末考査 ※給食はありません
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