
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)

8 木
牛乳
ごぼう入りドライカレー
わかめ入り野菜サラダ

★牛乳,豚ひき肉,大豆
ミート,生わかめ

精白米,オリーブ油,砂糖,
いちごジャム,油 788 23.3 20.2

9 金

牛乳
マーボー豆腐丼
糸寒天入り野菜サラダ
くだもの(清見オレンジ)

★牛乳,豆腐,豚ひき肉,大
豆ミート,赤みそ,糸寒天

精白米,米粒麦,炒め油,砂
糖,ごま油,でんぷん,三温
糖

828 30.8 23.3

12 月

牛乳
変わり茶飯
肉じゃが
パリパリサラダ

★牛乳,油揚げ,豚肉
精白米,炒め油,じゃがい
も,三温糖,ワンタンの皮,
揚げ油,砂糖,ごま油

842 29.9 20.8

13 火

【入学・進級お祝い給食】
牛乳・赤飯
鶏の唐揚げ
すまし汁
くだもの（いちご）

★牛乳,ささげ,鶏もも肉,
豆腐

精白米,もち米,★黒ごま,
小麦粉,でんぷん,揚げ油,
手まり麩

793 30.3 24.4

14 水

牛乳
キムチチャーハン
ジャンボ揚げ餃子
豆腐とわかめのスープ

★牛乳,豚肉,豚ひき肉,豆
腐,生わかめ

精白米,炒め油,ごま油,餃
子の皮,緑豆春雨,でんぷ
ん,小麦粉,揚げ油

795 27.3 26.4

15 木

牛乳
メープルトースト
青のりポテト
チリコンカン

★牛乳,あおのり,金時豆,
豚ひき肉,大豆ミート

食パン,ソフトマーガリン
(乳不使用),メープルシ
ロップ,砂糖,じゃがいも,揚
げ油,炒め油,小麦粉,油,
★バター

887 25.6 34.0

16 金

牛乳
きんぴらご飯
千草焼き
豆腐の味噌汁

★牛乳,豚肉,★卵,鶏ひき
肉,豆腐,油揚げ,生わか
め,白みそ,赤みそ

精白米,もち米,炒め油,ご
ま油,三温糖,砂糖,油 801 36.9 26.3

19 月

牛乳
ガーリックライス
ポテト春巻き
千切り野菜のスープ

★牛乳,ベーコン,★ちりめ
んじゃこ,★調理用牛乳,
★ピザチーズ

精白米,米粒麦,炒め油,春
巻きの皮,じゃがいも,★バ
ター,小麦粉,揚げ油,油

790 24.4 24.9

20 火

牛乳・麦入りご飯
ひじきふりかけ
野菜のうま煮
おひたし

★牛乳,ひじき,豚肉
精白米,米粒麦,油,砂糖,で
んぷん,じゃがいも,揚げ
油,炒め油,三温糖

807 24.7 19.5

21 水

牛乳
カレーうどん
シャキシャキ野菜
ベークドチーズケーキ

★牛乳,豚肉,★クリーム
チーズ,★生クリーム,★卵

冷凍うどん,炒め油,小麦
粉,油,でんぷん,ごま油,砂
糖,薄力粉

869 30.6 36.7

22 木

牛乳
きな粉揚げパン
ジャーマンポテト
ワンタンスープ

★牛乳,きな粉,ベーコン,
豚肉

ミルクパン,グラニュー糖,
揚げ油,オリーブ油,じゃが
いも,ウェーブワンタン,ご
ま油

783 28.9 32.2

23 金

牛乳
茎わかめご飯
和風ハンバーグ
具だくさん味噌汁

★牛乳,くきわかめ,油揚
げ,鶏ひき肉,豚ひき肉,豆
腐,★卵,白みそ,赤みそ

精白米,炒め油,三温糖,ソ
フトパン粉,砂糖,でんぷん 807 32.4 26.4

26 月

牛乳
豆腐とひき肉のあんかけ丼
切り干し大根のナムル
くだもの(清見オレンジ)

★牛乳,豆腐,豚ひき肉
精白米,米粒麦,砂糖,ごま
油,炒め油,でんぷん 841 31.4 23.3

27 火

牛乳
味噌ラーメン
パンチビーンズ
ぶどうゼリー

★牛乳,豚肉,赤みそ,大豆,
粉寒天

むし中華めん,炒め油,ご
ま油,三温糖,でんぷん,揚
げ油,砂糖

822 32.5 21.6

28 水

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,じゃがい
も 802 25.7 28.8

30 金

牛乳
中華丼
春雨入りサラダ
黄桃缶

★牛乳,豚肉,★いか,★む
きえび

精白米,米粒麦,炒め油,ご
ま油,でんぷん,緑豆春雨,
砂糖

779 30.9 15.5

※　学校行事等の関係で献立を変更することがあります。

月分平均
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にんにく,玉葱,人参,ピーマ
ン,生姜,りょくとうもやし,干
し椎茸,長葱,チンゲンサイ

人参,玉葱,生姜,大根,ごぼ
う,長葱,ほうれんそう,こん
にゃく

玉葱,人参,粒コーン缶,パ
セリ,チンゲンサイ,ぶなし
めじ,キャベツ,生姜,にんに
く

生姜,にんにく,人参,白菜,
玉葱,チンゲンサイ,キャベ
ツ,小松菜,粒コーン缶,黄
桃缶

令和3年４月分献立表

栄養価材　　　料　　　名

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,ぶど
うジュース

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,清見オレンジ

主に体の調子を
整えるもの

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,粒
コーン缶,きゅうり

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,きゅうり,りょく
とうもやし,粒コーン缶,オレ
ンジ

人参,玉葱,糸こんにゃく,さ
やいんげん,きゅうり,大根

生姜,にんにく,干し椎茸,大
根,人参,小松菜,長葱,いち
ご

生姜,玉葱,人参,たけのこ
水煮,白菜キムチ,キャベ
ツ,にら,長葱,にんにく

セロリー,玉葱,人参,ボイル
トマト,トマトピューレ

ごぼう,人参,干し椎茸,さや
いんげん,玉葱,ほうれんそ
う,小松菜,長葱

にんにく,玉葱,パセリ,人参,
ピーマン,キャベツ

生姜,ピーマン,たけのこ水
煮,人参,玉葱,干し椎茸,ほ
うれんそう,キャベツ

玉葱,白菜,人参,長葱,大
根,きゅうり,れんこん,レモ
ン
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