
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)

6 水
牛乳
カレーライス
海藻サラダ

★牛乳,豚肉,★粉チーズ,海草
ミックス

精白米,米粒麦,炒め油,じゃがい
も,いちごジャム,★バター,小麦
粉,油,砂糖

872 25.6 26.9

7 木

牛乳
五目チャーハン
ジャンボ揚げ餃子
にらと卵のスープ

★牛乳,焼き豚,豚ひき肉,鶏肉,
卵,豆腐

精白米,ごま油,餃子の皮,緑豆春
雨(乾),でんぷん,小麦粉,揚げ油

798 31.8 26.8

8 金

【鏡開き献立】

牛乳・けんちんうどん
パリパリサラダ
チーズ磯辺もち

★牛乳,鶏肉,油揚げ,★サ-フィン
チーズ,焼きのり

冷凍うどん,炒め油,ワンタンの皮,
揚げ油,砂糖,ごま油,角もち60g

783 28.0 23.3

12 火

【和牛を使った献立①】

牛乳・麦入りご飯
ひじきふりかけ
国産和牛のすき焼き風煮
あっさりきゃべつ

★牛乳,ひじき,粉かつお,和牛モ
モ,焼き豆腐,さつま揚げ

精白米,米粒麦,★白ごま,油,砂
糖,じゃがいも,炒め油,三温糖,ご
ま油

857 31.4 25.4

13 水

牛乳
メープルトースト
さつまいものサラダ
ポークビーンズ

★牛乳,豚肉,ベーコン,白いんげ
ん

★食パン70g,ソフトマーガリン,
メープルシロップ,砂糖,さつまい
も,揚げ油,油,炒め油,じゃがいも,
赤ざらめ

789 27.0 28.4

14 木

牛乳
コーンピラフ
ポテト春巻き
春雨スープ

★牛乳,鶏肉,★むきえび,★調理
用牛乳,★ピザチーズ,豚肉

精白米,オリーブ油,★バター,春
巻きの皮,じゃがいも,炒め油,小
麦粉,揚げ油,緑豆春雨(乾),油

804 24.1 27.2

15 金
牛乳・ミルメーク(コーヒー)
ジャージャー麺
若竹きゅうり

★牛乳,豚ひき肉,大豆ミート,八
丁みそ,赤みそ

コ－ヒ－シュガ－,むし中華めん,
炒め油,三温糖,ごま油,でんぷん

770 30.7 20.2

18 月

牛乳
こぎつねご飯
魚の味噌煮
ワンタンスープ

★牛乳,鶏ひき肉,油揚げ,さば
60g,赤みそ,豚肉,なると

精白米,炒め油,三温糖,砂糖,
ウェーブワンタン,ごま油

855 37.6 26.9

19 火

牛乳
たまごドッグ
焼肉サラダ
野菜チャウダー

★牛乳,卵,豚肉,ベーコン,白いん
げん,★調理用牛乳,★生クリー
ム

★コッぺパン60g,油,★マヨネー
ズ,砂糖,ごま油,炒め油,小麦粉,
じゃがいも

809 31.3 37.0

20 水

【ふれあい農園　長ねぎ】

牛乳・菜飯（サイファン）
揚げ鶏の板橋区産長ねぎソース
豆腐とわかめのスープ

★牛乳,豚肉,鶏もも肉60g,豆腐,
生わかめ

精白米,炒め油,ごま油,三温糖,で
んぷん,小麦粉,揚げ油,砂糖

828 30.9 30.2

21 木

牛乳
かつお飯
切り干し大根のナムル
さつま汁

★牛乳,かつお　角切り,鶏肉,さ
つま揚げ,豆腐,赤みそ,白みそ

精白米,米粒麦,でんぷん,揚げ
油,三温糖,★白ごま,砂糖,ごま油,
油,さつまいも

789 29.6 18.4

22 金

牛乳
きのことベーコンの
　　スープスパゲッティ
コールスローサラダ
さつま芋の揚げ団子

★牛乳,ベーコン,★スキムミルク,
★調理用牛乳,卵,★生クリーム

スパゲッティハーフ,オリーブ油,
油,三温糖,さつまいも,砂糖,小麦
粉,★白ごま,揚げ油

874 27.7 37.2

25 月
牛乳・五目ご飯
千草焼き・大根のみそ汁
ぶどうゼリー

★牛乳,豚肉,油揚げ,ひじき,卵,鶏
ひき肉,生わかめ,赤みそ,白みそ,
粉寒天

精白米,炒め油,砂糖,油 777 29.9 21.8

26 火
牛乳
塩バターラーメン
パンチビーンズ

★牛乳,豚肉,うずら卵水煮,大豆
むし中華めん,ごま油,油,炒め油,
★バター,でんぷん,揚げ油

793 31.8 32.2

27 水

牛乳
マーボー豆腐丼
春雨入りサラダ
黄桃缶

★牛乳,豆腐,豚ひき肉,大豆ミー
ト,赤みそ

精白米,米粒麦,炒め油,砂糖,ごま
油,でんぷん,緑豆春雨(乾)

865 30.5 21.9

28 木

牛乳
大豆とひじきのご飯
ししゃもの南蛮漬
豚汁

★牛乳,ひじき,大豆,油揚げ,し
しゃも,豚肉,白みそ

精白米,もち米(無洗米),炒め油,
三温糖,でんぷん,小麦粉,揚げ
油,砂糖,じゃがいも

838 32.2 26.5

29 金

【地産地消献立】

牛乳・キムチチャーハン
ムロアジのつみれ汁
明日葉チーズケーキ

★牛乳,豚肉,ムロアジミンチ,卵,
白みそ,赤みそ,★クリームチー
ズ,★生クリーム

精白米,炒め油,ごま油,でんぷん,
小麦粉,砂糖

895 34.0 31.7

※　学校行事等の関係で献立を変更することがあります。

令和３年１月分献立表

栄養価材　　　料　　　名

にんにく,生姜,玉葱,人参,キャベ
ツ,もやし,長葱

人参,干し椎茸,玉葱,ほうれんそう,
大根,えのきたけ,長葱,ぶどう
ジュース

人参,たけのこ水煮,干し椎茸,小
松菜,長葱,にんにく,生姜

生姜,切干し大根,人参,小松菜,
りょくとうもやし,ごぼう,こんにゃく,
大根,長葱

にんにく,玉葱,人参,エリンギ,えの
きたけ,マッシュルーム水煮,パセ
リ,キャベツ,きゅうり

きゅうり,人参,大根,玉葱,セロリー,
パセリ,トマトピューレ,ボイルトマト

にんにく,人参,玉葱,マッシュルー
ム水煮,粒コーン缶,パセリ,チンゲ
ンサイ,干し椎茸,生姜

にんにく,生姜,玉葱,人参,干し椎
茸,たけのこ水煮,にら,小松菜,
きゅうり

人参,生姜,長葱,りょくとうもやし,
干し椎茸,チンゲンサイ

玉葱,ブロッコリー,パセリ,糸こん
にゃく,にんにくの芽,さやいんげ
ん,もやし,人参,マッシュルーム水
煮,粒コーン

主に体の調子を
整えるもの

生姜,にんにく,玉葱,人参,セロ
リー,キャベツ,きゅうり,りょくとうも
やし

日
曜
日 献　　立

エネルギー
(kcal)

30.2823

区分

にんにく,生姜,人参,長葱,にら,干
し椎茸,たけのこ水煮,キャベツ,小
松菜,粒コーン缶,黄桃缶

生姜,玉葱,人参,たけのこ水煮,白
菜キムチ,大根,ぶなしめじ,小松
菜,あしたば粉末,レモン

人参,長葱,ごぼう,こんにゃく,大根

生姜,人参,玉葱,糸こんにゃく,長
葱,さやいんげん,キャベツ,きゅう
り

人参,大根,ごぼう,こんにゃく,小松
菜,きゅうり

玉ねぎ,にんじん,長ねぎ,ピーマン,
キャベツ,にら,にんにく,生姜

1月分平均

板橋区学校給食摂取基準

たんぱく質
(g)

26.9～41.5830

１月１１日鏡開き

全
国
学
校
給
食
週
間

国の事業の一環で、和牛を学校給食

に届けていただきます。

★1月と2月に1回ずつ実施します

東京都産のムロア

ジと明日葉を使っ

た献立です！

板橋区最初の給食

『五目ご飯』

だったそうです!!

https://www.google.co.jp/url?url=https://www.irasutoya.com/2017/12/blog-post_231.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjKgZyF8q3fAhUL7LwKHVFdDTsQwW4INjAQ&usg=AOvVaw1YyO_j9iZCUzVqQ1wWo9zs

