
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
混ぜそぼろご飯
ヤンニョムチキン
カムジャタン風スープ

★牛乳,鶏ひき肉,赤みそ,
鶏もも肉,豚肉,白みそ

精白米,米粒麦,炒め油,三
温糖,ごま油,でんぷん,揚
げ油,はちみつ,★白ごま,
じゃがいも

873 31.6 30.5

2 水

牛乳
ハムピラフ
スパニッシュオムレツ
ひよこ豆のスープ

★牛乳,ボンレスハム,卵,
ベーコン,鶏ひき肉,ひよこ
豆

精白米,オリーブ油,★バ
ター,炒め油,じゃがいも 881 31.5 30.7

3 木

牛乳
小梅ごはん
白身魚のフライ
かぶの味噌汁

★牛乳,ホキ,卵,赤みそ,白
みそ

精白米,米粒麦,小麦粉,ソ
フトパン粉,揚げ油 786 29.9 18.2

4 金

牛乳
ミートソーススパゲッティ
コーンサラダ
くだもの(りんご)

★牛乳,豚ひき肉,★粉
チーズ

スパゲッティハーフ,オリー
ブ油,炒め油,砂糖,小麦粉,
油,三温糖

830 30.5 30.5

7 月

牛乳
茎わかめご飯
ゴボウつくね
すまし汁

★牛乳,くきわかめ,油揚
げ,豆腐,鶏ひき肉,大豆,ひ
じき,なると

精白米,炒め油,三温糖,で
んぷん,揚げ油 802 30.2 26.2

8 火

牛乳
豚肉のしぐれごはん
めかじきのピリ辛焼き
きりたんぽ汁

★牛乳,豚肉,赤みそ,めか
じき,赤みそ,鶏肉

精白米,米粒麦,三温糖,砂
糖,ごま油,きりたんぽ 783 36.6 20.1

9 水

【ふれあい農園・にんじん】
牛乳
二種フランス(ガーリック＆シュガー)
冬野菜のクリーム煮
板橋区産キャロットゼリー

★牛乳,鶏肉,ベーコン,★
調理用牛乳,豆乳,★ピザ
チーズ,粉寒天

★ソフトフランスパン70ｇ,ｿ
ﾌﾄﾀｲﾌﾟﾏｰｶﾞﾘﾝ(乳不使
用),オリーブ油,グラニュー
糖,ソフトマーガリン,油,
じゃがいも,小麦粉,★バ
ター,砂糖

837 25.5 37.7

10 木

【郷土料理・埼玉】
牛乳・かて飯
ゼリーフライ
きゃべつの味噌汁

★牛乳,鶏肉,油揚げ,おか
ら,卵,豆乳,豆腐,生わかめ,
昆布,赤みそ,白みそ

精白米,炒め油,じゃがい
も,小麦粉,揚げ油 784 25.0 24.8

11 金

牛乳
キムチチャーハン
ごぼうチップ入りサラダ
わかめと卵のス－プ

★牛乳,豚肉,鶏肉,生わか
め,豆腐,卵

精白米,炒め油,ごま油,★
バター,でんぷん,揚げ油,
砂糖

803 26.8 26.5

14 月

牛乳
鶏おこわ
ぶりの照り焼き
肉団子の味噌ス－プ

★牛乳,鶏肉,油揚げ,ぶり,
鶏ひき肉,卵,赤みそ,白み
そ

精白米,もち米,砂糖,油,で
んぷん 835 41.5 28.1

15 火

牛乳
あんかけ焼そば
チョレギサラダ
小豆白玉

★牛乳,豚肉,いか,★むき
えび,うずら卵水煮,刻みの
り,こしあん

むし中華めん,炒め油,で
んぷん,ごま油,砂糖,白玉
団子

798 36.4 16.8

16 水

牛乳
焼きカレーパン
白菜のクリームスープ
タピオカフルーツ

★牛乳,豚ひき肉,大豆ミー
ト,卵,豆乳,鶏肉,ベーコン,
★調理用牛乳,寒天(缶)

★コッぺパン,じゃがいも,
炒め油,いちごジャム,小麦
粉,ソフトパン粉,調合油,★
バター,タピオカパール,砂
糖

857 28.1 30.4

17 木

牛乳
高野豆腐のそぼろ丼
すいとん汁
くだもの(みかん)

★牛乳,鶏ひき肉,高野豆
腐,豆腐

精白米,米粒麦,炒め油,三
温糖,小麦粉,じゃがいも 803 29.2 18.1

18 金

牛乳
ジャンバラヤ
じゃこビーンズコロッケ
せん切り野菜のスープ

★牛乳,ボンレスハム,ウイ
ンナー,豚ひき肉,ちりめん
じゃこ,大豆,卵,ベーコン

精白米,オリーブ油,油,じゃ
がいも,ポテトパウダー,小
麦粉,ソフトパン粉,揚げ油

835 28.7 26.8

21 月

【冬至献立】
牛乳・ほうとう風うどん
ゆずドレサラダ
さつまいも蒸しパン

★牛乳,鶏肉,油揚げ,赤み
そ,白みそ,生わかめ,卵,★
調理用牛乳

冷凍うどん,油,砂糖,小麦
粉,★バター,さつまいも,は
ちみつ

812 29.2 21.7

22 火

牛乳
ミルクパン
カリフラワーとチキンのグラタン
トマトと卵のスープ
くだもの(りんご)

★牛乳,鶏肉,★調理用牛
乳,★ピザチーズ,卵

★ミルクパン,じゃがいも,
調合油,小麦粉,★バター,
ソフトパン粉,炒め油,でん
ぷん

809 32.6 36.4

23 水

牛乳
変わり茶飯
家常豆腐
野菜の三杯酢あえ

★牛乳,油揚げ,生揚げ,豚
肉,うずら卵水煮,赤みそ

精白米,炒め油,三温糖,ご
ま油,でんぷん,砂糖 820 33.0 25.9

24 木

牛乳
ツナピラフ
フライドチキン
トマトスープ
チョコチップケーキ

★牛乳,ベーコン,ツナ水
煮,鶏もも肉,★調理用牛
乳,卵

精白米,オリーブ油,コーン
スターチ,小麦粉,炒め油,
薄力粉,砂糖,★バター,★
ミルクチョコレート

890 32.2 27.0

※　学校行事等の関係で献立を変更することがあります。

カリカリ梅干し,生パン粉,か
ぶ,かぶ(葉),人参,長葱

生姜,にんにく,人参,玉葱,セ
ロリー,マッシュルーム水煮,
トマトピューレ,冷凍グリン
ピース,キャベツ,粒コーン
缶,★りんご

令和２年１２月分献立表

栄養価材　　　料　　　名

主に体の調子を
整えるもの

にんにく,生姜,玉葱,人参,白
菜キムチ

玉葱,人参,パセリ,ピーマン,
にんにく,セロリー

にんにく,セロリー,玉葱,ボ
イルトマト,赤ピーマン,人参,
生パン粉,キャベツ,ピーマ
ン

生姜,干し椎茸,人参,長葱,
大根,ごぼう,小松菜,★みか
ん

人参,干し椎茸,ごぼう,糸こ
んにゃく,生姜,玉葱,大根,小
松菜

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

玉葱,人参,にんにく,白菜,ブ
ロッコリー,パセリ,黄桃缶,
パイン缶,★みかん缶,レモ
ン

人参,ごぼう,長葱,大根,小
松菜

ごぼう,さやいんげん,生姜,
長葱,しらたき,しめじ,白菜

にんにく,パセリ,玉葱,人参,
キャベツ,粒コーン缶,カリフ
ラワー,かぶ,かぶ(葉),オレ
ンジジュース,レモン

大根,ごぼう,人参,干し椎茸,
枝豆,玉葱,キャベツ

生姜,にんにく,玉葱,人参,た
けのこ水煮,白菜キムチ,ご
ぼう,きゅうり,大根,長葱

１２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)

31.0

26.9～41.5

824

830

区分

粒コーン缶,冷凍グリンピー
ス,人参,玉葱,パセリ,にんに
く,生姜,セロリー,トマト缶,
キャベツ

かぼちゃ,白菜,大根,人参,
長葱,青菜,キャベツ,水菜,
ゆず

人参,にんにく,生姜,長葱,た
けのこ水煮,干し椎茸,チン
ゲンサイ,キャベツ,きゅうり,
ぶなしめじ

カリフラワー,人参,玉葱,パ
セリ,ボイルトマト,★りんご

アメリカのスパイ

シーな米料理です

おからを使った

コロッケの様な料理

✿新メニュー✿
揚げた鶏肉を甘辛いタレ

にからめた韓国の料理


