
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 火
牛乳
五目タンメン
さつまいもと大豆の揚げがらめ

★牛乳,豚肉,★いか,★む
きえび,大豆,かえりじゃこ

むし中華めん,炒め油,ごま
油,でんぷん,さつまいも,揚
げ油,三温糖

807 37.7 22.9

2 水

牛乳
ガーリックフランス
パリパリサラダ
豚肉とじゃがいものトマト煮

★牛乳,豚肉

★ソフトフランスパン,ソフト
マーガリン,ワンタンの皮,
揚げ油,砂糖,ごま油,炒め
油,じゃがいも,はちみつ

788 29.2 35.7

3 木

牛乳
ひじきご飯
ししゃものバ－ベキュ－ソ－ス
いも煮汁

★牛乳,ひじき,油揚げ,し
しゃも,豚肉

精白米,もち米,炒め油,三
温糖,でんぷん,揚げ油,里
芋,砂糖

763 29.2 23.6

4 金

牛乳
チキンピラフ
さつまいものサラダ
ひよこ豆のスープ

★牛乳,鶏肉,ベーコン,ひよ
こ豆

精白米,炒め油,三温糖,さ
つまいも,揚げ油,砂糖,油,
じゃがいも

781 23.0 26.4

7 月

【世界の料理　韓国】
牛乳・タッカルビ丼
わかめスープ
くだもの（梨）

★牛乳,鶏肉,豚肉,豆腐,生
わかめ

精白米,米粒麦,砂糖,油,
トッポギ,でんぷん,ごま油

879 32.8 22.5

8 火

牛乳
コーンご飯
鮭のチャンチャン焼き
どさんこ汁

★牛乳,鮭,白みそ,豚肉
精白米,砂糖,★バター,炒
め油,じゃがいも

774 37.6 17.0

9 水

【とれたて村給食】
牛乳
ツナとベーコンの
　　トマトソーススパゲッティ
コールスローサラダ
スイートパンプキン

★牛乳,ベーコン,ツナ水煮,
★生クリーム,★調理用牛
乳,★スキムミルク,卵 スパゲッティハーフ,オリー

ブ油,三温糖,調合油,さつ
まいも,★バター,はちみつ

839 27.0 31.2

10 木

牛乳・麦入りご飯
チキンチキンごぼう
きゃべつの味噌汁
オレンジゼリー

★牛乳,鶏もも肉,生わか
め,白みそ,赤みそ,粉寒天

精白米,米粒麦,でんぷん,
揚げ油,炒め油,砂糖

879 29.6 23.9

11 金

牛乳
ガーリックライス
スパニッシュオムレツ
千切り野菜のスープ

★牛乳,ベーコン,ちりめん
じゃこ,卵,鶏ひき肉

精白米,米粒麦,炒め油,★
バター,じゃがいも,油

826 31.0 28.9

14 月

牛乳
じゃことわかめのご飯
家常豆腐
華風漬

★牛乳,ちりめんじゃこ,炊
き込みわかめ,冷凍生揚
げ,豚肉,うずら卵水煮,赤
みそ

精白米,米粒麦,炒め油,三
温糖,ごま油,でんぷん,砂
糖,★白すりごま

814 35.3 26.2

15 火

牛乳
チキン照り焼きバ－ガ－
ポテトと野菜のスープ
タピオカフルーツ

★牛乳,鶏肉,白みそ,ベー
コン

★ミルクパン,炒め油,砂糖,
でんぷん,★マヨネーズ,
じゃがいも,タピオカパー
ル,三温糖

879 31.8 34.9

16 水

牛乳
あんかけ焼そば
チョレギサラダ
開口笑

★牛乳,豚肉,★いか,★む
きえび,うずら卵水煮,刻み
のり,卵,★調理用牛乳

むし中華めん,炒め油,でん
ぷん,ごま油,砂糖,小麦粉,
三温糖,油,★白ごま,揚げ
油

852 36.5 23.9

17 木

牛乳
ウインナーコーンピラフ
ポテトピザ
キャベツと玉ねぎのスープ

★牛乳,ウィンナー,ベーコ
ン,★ピザチーズ,鶏肉

精白米,炒め油,★バター,
じゃがいも

806 25.3 30.1

18 金

牛乳
親子丼
味噌けんちん汁
くだもの（梨）

★牛乳,鶏肉,かまぼこ,卵,
豚肉,豆腐,白みそ,赤みそ

精白米,米粒麦,砂糖,でん
ぷん,じゃがいも,炒め油

807 31.0 19.4

23 水

牛乳
きな粉揚げパン
ジャーマンポテト
白菜とベーコンのスープ

★牛乳,きな粉,ベーコン
★ミルクパン,グラニュー
糖,揚げ油,オリーブ油,じゃ
がいも,★バター,炒め油

818 25.0 37.0

24 木

牛乳
かき卵うどん
若竹きゅうり
よもぎカステラ

★牛乳,鶏肉,なると,卵,★
生クリーム,★スキムミルク

冷凍うどん,油,でんぷん,三
温糖,小麦粉,コーンスター
チ,甘納豆(あずき)

796 31.0 28.9

25 金

牛乳
四川豆腐丼
ちんげん菜スープ
ぶどうゼリー

★牛乳,冷凍豆腐,豚肉,鶏
肉,粉寒天

精白米,米粒麦,炒め油,三
温糖,でんぷん,ごま油,砂
糖

853 32.4 22.2

28 月

29 火
牛乳
ごぼう入りドライカレー
あっさりきゃべつ

★牛乳,豚ひき肉,大豆ミー
ト,★ピザチーズ

精白米,炒め油,三温糖,ご
ま油

772 23.9 19.6

30 水

牛乳
こぎつねご飯
魚の味噌煮
沢煮椀

★牛乳,鶏ひき肉,油揚げ,
さば,赤みそ,豚肉

精白米,炒め油,三温糖,砂
糖

821 34.9 26.0

※　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。

9月分平均

板橋区学校給食摂取基準

たんぱく質
(g)

日
曜
日 献　　立

エネルギー
(kcal)

30.7

26.9～41.5

819

830

区分

人参,生姜,長葱,ごぼう,大
根,みつば

玉葱,人参,ごぼう,セロリー,
にんにく,生姜,マッシュルー
ム水煮,キャベツ,きゅうり

にんにく,玉葱,人参,ピーマ
ン,白菜

玉葱,たけのこ水煮,人参,干
し椎茸,チンゲンサイ,生姜,
にんにく,ぶどうジュース

令和2年9月分献立表

栄養価材　　　料　　　名

玉葱,糸こんにゃく,たけのこ
水煮,万能ねぎ,ごぼう,こん
にゃく,人参,大根,長葱,梨

玉葱,人参,粒コーン缶,パセ
リ,チンゲンサイ,キャベツ,
生姜,にんにく

にんにく,生姜,長葱,人参,た
けのこ水煮,干し椎茸,チン
ゲンサイ,きゅうり,大根

生姜,玉葱,にんにく,セロ
リー,人参,キャベツ,黄桃缶,
パイン缶,★みかん缶

生姜,にんにく,玉葱,たけの
こ水煮,白菜,りょくとうもや
し,人参,干し椎茸,チンゲン
サイ,キャベツ,もやし

主に体の調子を
整えるもの

にんにく,生姜,玉葱,人参,
りょくとうもやし,キャベツ,た
けのこ水煮,エリンギ,にら

にんにく,パセリ,きゅうり,人
参,大根,セロリー,玉葱,ボイ
ルトマト

人参,大根,こんにゃく,長葱

にんにく,マッシュルーム水
煮,玉葱,人参,冷凍グリン
ピース,トマトピューレ,きゅう
り,大根,セロリー,パセリ

人参,長葱,小松菜,きゅうり,
よもぎ

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,梨

粒コーンレトルト,人参,玉
葱,キャベツ,ピーマン,長葱

にんにく,玉葱,人参,セロ
リー,エリンギ,ボイルトマト,
キャベツ,粒コーン缶,パセ
リ,かぼちゃ

ごぼう,人参,れんこん,玉葱,
キャベツ,みかん・オレンジ
ジュース,レモン

にんにく,玉葱,パセリ,ピー
マン,人参,キャベツ,セロ
リー

中間考査（１日目） ※給食はありません

裏面は８月献立表です♪

北海道岩見沢市産の

かぼちゃが届きます
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