
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)

2 月

牛乳
さつまいもご飯
野菜のうま煮
糸寒天入り野菜サラダ

★牛乳,豚肉,うずら卵水
煮,糸寒天

精米,さつまいも,でんぷん,
じゃがいも,油,炒め油,三
温糖,ごま油

810 25.8 22.2

4 水

牛乳
ナポリタンソーススパゲッティ
野菜のマリネ
バナナケーキ

★牛乳,豚肉,ベーコン,卵,
★調理用牛乳

スパゲッテイ,オリーブ油,
炒め油,油,三温糖,★バ
ター,グラニュー糖,小麦粉

842 28.8 33.1

5 木

牛乳
中華おこわ
しゅうまい
白菜スープ

★牛乳,豚肉,豚ひき肉,鶏
肉

もち米,精白米,炒め油,ご
ま油,三温糖,でんぷん,
しゅうまいの皮

806 31.4 23.4

6 金

【いい歯の日献立】
牛乳・豚丼
切り干し大根のナムル
さつまいもかりんとう

★牛乳,豚肉,きな粉
精白米,炒め油,砂糖,ごま
油,さつまいも,揚げ油,黒
砂糖

894 30.8 18.7

9 月

牛乳
ゆかりご飯
はがつおのにんにくみそ焼き
あっさりきゃべつ・豚汁

★牛乳,かつお60g,赤み
そ,豚肉,白みそ

精白米,砂糖,ごま油,炒め
油,じゃがいも 771 37.0 17.2

10 火

牛乳
プルコギ丼
春雨スープ
くだもの（柿）

★牛乳,豚肉
精白米,米粒麦,炒め油,三
温糖,ごま油,でんぷん,緑
豆春雨,油

790 28.4 19.0

11 水

牛乳
ツナピラフ
タンドリーチキン
野菜スープ

★牛乳,ベーコン,ツナ水
煮,鶏もも肉60g,★プレ-ン
ヨ-グルト

精白米,オリーブ油,★バ
ター,炒め油 765 31.4 30.3

12 木

牛乳
肉味噌うどん
おひたし
スイ－トポテト

★牛乳,豚ひき肉,赤みそ,
八丁みそ,★生クリーム,卵

冷凍うどん,炒め油,砂糖,
ごま油,でんぷん,さつまい
も,★バター,三温糖,はち
みつ

854 31.6 29.2

13 金
牛乳
キーマカレー
シャキシャキ野菜

★牛乳,豚ひき肉,★粉
チーズ

精白米,炒め油,小麦粉,油,
いちごジャム,★バター,ご
ま油,砂糖

836 22.7 25.8

16 月

牛乳
白身魚のチリソース丼
大根のみそ汁
くだもの(みかん)

★牛乳,メルルーサ,生わ
かめ,赤みそ,白みそ

精白米,でんぷん,揚げ油,
炒め油,三温糖,ごま油 810 29.0 17.5

17 火

牛乳
吹き寄せご飯
肉団子の甘酢あんかけ
きゃべつの味噌汁

★牛乳,鶏肉,豚ひき肉,大
豆ミート,卵,豆乳,生わか
め,白みそ,赤みそ

精白米,もち米,むき栗,炒
め油,ソフトパン粉,でんぷ
ん,揚げ油,砂糖

829 27.7 24.1

18 水

牛乳
ハニートースト
ポテトフライ
キャベツのクリームスープ

★牛乳,鶏肉,★スキムミ
ルク,★調理用牛乳

★食パン,はちみつ,ソフト
マーガリン,じゃがいも,揚
げ油,炒め油,ルー用油,小
麦粉,★バター

828 24.3 35.6

19 木

20 金

21 土

24 火
牛乳
チリビーンズライス
ごまドレッシングサラダ

★牛乳,豚ひき肉,大豆
精白米,米粒麦,炒め油,三
温糖,★練りごま,★白すり
ごま,砂糖,油

790 26.2 19.4

25 水

【和食の日献立＆ふれあい農園・大根】

牛乳・昆布ご飯
ふろふき大根
すまし汁
黄桃缶

★牛乳,刻み昆布,鶏肉,油
揚げ,赤みそ,白みそ,豆腐

精白米,もち米,三温糖,炒
め油,砂糖 773 23.9 18.9

26 木
牛乳
ピリ辛もやしラーメン
大豆とポテトのフライ

★牛乳,豚ひき肉,大豆,あ
おのり

むし中華めん,ごま油,炒
め油,三温糖,でんぷん,
じゃがいも,揚げ油

798 31.6 26.8

27 金

牛乳
きんぴらご飯
鮭のチャンチャン焼き
白玉汁

★牛乳,豚肉,鮭　60g,白み
そ,鶏肉

精白米,もち米,炒め油,ご
ま油,三温糖,砂糖,★バ
ター,白玉団子

783 37.6 17.9

30 月

【貧血予防献立】
牛乳・ひじきチャーハン
擬製豆腐のあんかけ
豆もやしのナムル

★牛乳,焼き豚,豚肉,ひじ
き,豆腐,大豆ミート,豚ひき
肉,卵

精白米,米粒麦,炒め油,ご
ま油,三温糖,でんぷん 783 32.9 27.6

※　学校行事等の関係で献立を変更することがあります。
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29.5810

区分

にんにく,生姜,玉葱,人参,
干し椎茸,キャベツ,りょくと
うもやし,にら,粒コーン缶,
長葱

長葱,人参,小松菜,だいず
もやし

ごぼう,人参,干し椎茸,さや
いんげん,玉葱,キャベツ,
ピーマン,大根,小松菜,長
葱

人参,玉葱,糸こんにゃく,ご
ぼう,冷凍さやいんげん,切
干し大根,小松菜,りょくとう
もやし,生姜

生姜,人参,たけのこ水煮,
干し椎茸,小松菜,玉葱,白
菜

主に体の調子を
整えるもの

板橋区学校給食摂取基準

たんぱく質
(g)

26.9～41.5830

生姜,たけのこ水煮,人参,
玉葱,干し椎茸,ピーマン,
キャベツ,きゅうり,りょくとう
もやし,粒コーン缶

人参,玉葱,マッシュルーム
水煮,ピーマン,トマトピュー
レ,キャベツ,きゅうり,バナナ

１１月分平均

令和2年１１月分献立表

栄養価材　　　料　　　名

人参,干し椎茸,大根,長葱,
黄桃缶

玉葱,人参,エリンギ,にんに
く,生姜,セロリー,トマト
ピューレ,トマトジュース,
キャベツ,きゅうり,粒コーン
缶

生姜,にんにく,長葱,玉葱,
人参,ピーマン,赤ピーマン,
黄ピーマン,大根,えのきた
け,★みかん

人参,ぶなしめじ,干し椎茸,
枝豆,玉葱,生姜,キャベツ

パセリ,キャベツ,玉葱,人参

ゆかり,にんにく,長葱,キャ
ベツ,もやし,ごぼう,こん
にゃく,人参,大根

玉葱,人参,りょくとうもやし,
にら,★りんご,生姜,にんに
く,干し椎茸,柿

粒コーン缶,冷凍グリン
ピース,人参,玉葱,パセリ,
にんにく,キャベツ,チンゲン
サイ

にんにく,生姜,長葱,玉葱,
ほうれんそう,キャベツ,人
参,りょくとうもやし

生姜,にんにく,玉葱,人参,
冷凍グリンピース,大根,
きゅうり,れんこん

しっかり噛んで

食べましょう！

11月24日は和食の日

鉄分たっぷりの

献立を作ります‼

期末考査 ※給食はありません
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