
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)

2 月
牛乳　　カレーライス
コールスロー　　りんごゼリー

★牛乳,豚肉,★調理用牛乳,
ピザチーズ,アガー

学校給食用米,米粒麦,
じゃがいも,油,小麦粉,
バター,砂糖

786 24.2

6 金
牛乳　　ちまき　　野菜の中華風
玉米湯(ﾕｰﾐｰﾀﾝ)　　抹茶ムース

★牛乳,焼き豚,鶏ひき肉,
★卵,★調理用牛乳,
生クリーム,アガー

もち米,油,ごま油,砂糖,白ごま,
でんぷん

731 29.7

9 月
牛乳　　チンジャオロース丼
スティックサラダ　　　よもぎ団子

★牛乳,豚肉,きな粉
学校給食用米,米粒麦,白ご
ま,油,砂糖,でんぷん,ごま油,
白玉粉,小麦粉

827 29.8

10 火
牛乳　　　きな粉揚げパン
かぶのシチュー　　キャロットゼリー

★牛乳,きな粉,鶏肉,
★調理用牛乳,★豆乳,
アガー

★コッぺパン,グラニュー糖,
揚げ油,じゃがいも,油
製菓用米粉,砂糖

788 27.5

11 水
牛乳　　　　わかめごはん
新じゃがのそぼろ煮
糸寒天のごま酢あえ

★牛乳,炊き込みわかめ,
豚ひき肉,糸寒天,油揚げ

学校給食用米,米粒麦,白ご
ま,じゃがいも,揚げ油,油,砂糖,
でんぷん

741 24.3

12 木
牛乳　　　ジャンバラヤ
野菜スープ
八丈島産あしたばチーズケーキ

★牛乳,ウィンナー,鶏肉,
豚肉,クリームチーズ
★卵,生クリーム

学校給食用米,米粒麦,油
,じゃがいも,薄力粉,砂糖

761 24.4

13 金
牛乳　　きびごはん
魚の東煮　　小松菜のおひたし
もずく入り卵のすまし汁

★牛乳,★魚,豆腐,もずく
★卵

学校給食用米,米粒麦,きび,
白ごま,でんぷん,揚げ油,砂糖

726 31.9

16 月
牛乳　　　ごはん　にんじんしりしり
魚のごぼうみそ焼き　　すまし汁

★牛乳,★ツナ油漬,★魚
,赤みそ,鶏肉,豆腐

学校給食用米,米粒麦,白ご
ま,油,砂糖

738 35.1

17 火
牛乳　　　鶏おこわ
あんかけ卵焼き　　豚汁

★牛乳,鶏肉,油揚げ,
鶏ひき肉,★卵,豚肉,
豆腐,赤みそ,白みそ

学校給食用米,もち米,米粒
麦,砂糖,じゃがいも,油,でんぷ
ん

815 37.6

18 水
牛乳　　　カレー焼きパン
コーンシチュー　　くだもの

★牛乳,豚ひき肉,レンズ
豆,鶏肉,★調理用牛乳
★豆乳

★ショートニングパン,油,
小麦粉,ソフトパン粉,
じゃがいも,バター

801 30.3

19 木
牛乳　　かけきつねうどん
じゃがもち　　　くだもの

★牛乳,豚肉,油揚げ,
ピザチーズ,花かつお

冷凍うどん,油,砂糖,
じゃがいも,でんぷん,
揚げ油,三温糖

770 29.7

20 金
【食育の日】
牛乳　　　かおりごはん
魚のごまソース　　いも団子汁

★牛乳,★魚,鶏肉
学校給食用米,米粒麦,
でんぷん,小麦粉,揚げ油,
砂糖,白ごま,じゃがいも

735 29.7

23 月
牛乳　　鶏ごぼうピラフ
せん切り野菜のスープ　　ポテトエッグ

★牛乳,鶏肉,ベーコン,
★調理用牛乳,ロースハム,
★卵,生クリーム,ピザチーズ

学校給食用米,米粒麦,油,
バター,じゃがいも,炒め油

747 29.6

24 火
牛乳　　ジャージャン麺
お菓子な目玉焼き
カリカリ油揚げのサラダ

★牛乳,豚ひき肉,赤みそ,
粉寒天,★調理用牛乳,
油揚げ

むし中華めん,白ごま,ごま油,
砂糖,でんぷん,油

726 30.5

25 水
牛乳　　四川豆腐丼
アーモンドサラダ　　　くだもの

★牛乳,豚肉,豆腐
学校給食用米,米粒麦,白ご
ま,油,砂糖,でんぷん,ごま油,
アーモンド細切り

773 33.2

26 木
牛乳　　ごはん
小魚のピリ辛焼き　　塩肉じゃが

★牛乳,★小魚,豚肉
学校給食用米,米粒麦,白ご
ま,砂糖,油,じゃがいも,バター

744 33.7

27 金
【とれたて村給食の日】
牛乳　　ビスキュイパン
ひよこ豆のスープ　フレンチサラダ

★牛乳,★卵,豚肉,ひよこ豆

★食パン,バター,砂糖,小麦
粉,
アーモンドﾊﾟｳﾀﾞｰ,油,
じゃがいも

796 29.3

30 月
牛乳　　洋風うどん
青のりビーンズポテト　　ナムル

★牛乳,鶏肉,★卵,大豆
,あおさ,くきわかめ

冷凍うどん,油,でんぷん,
バター,じゃがいも,揚げ油,
ごま油,砂糖

709 31.7

31 火
牛乳　　セルフフィッシュバーガー
ベーコンと野菜のスープ
オレンジゼリー

★牛乳,★白身魚
,★卵,ベーコン,アガー

★ショートニングパン,小麦粉,
ソフトパン粉,揚げ油,油,
じゃがいも,砂糖

751 32.2

※　学校行事等の関係で献立を変更することがあります。 エネルギー
(kcal)

たんぱく質
(g)

761 30.2

772～888 31.0

栄養価

令和４年５月分献立表

日
曜
日 献　　立

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,エリンギ,
りんご,キャベツ,粒コーン缶,
きゅうり,りんごジュース

干し椎茸,★たけのこ水煮,人参,
キャベツ,きゅうり,もやし,玉葱,
クリームコーン缶,粒コーン缶,
長葱,生姜

★たけのこ水煮,人参,玉葱,ピーマン,
生姜,にんにく,大根,きゅうり,
冷凍よもぎ

玉葱,人参,キャベツ,かぶ,
オレンジジュース

玉葱,★たけのこ水煮,人参,しめじ,
糸こんにゃく,さやいんげん,もやし,
青菜,粒コーン缶,きゅうり

玉葱,人参,マッシュルーム水煮,
ピーマン,にんにく,ボイルトマト,
セロリー,キャベツ,えのきたけ,
さやいんげん,あしたば粉末,レモン

生姜,小松菜,もやし,人参,
大根,長葱,青菜

人参,にら,生姜,ごぼう,
にんにく,長葱,えのきたけ,青菜

人参,干し椎茸,ごぼう,★たけのこ水煮,
こんにゃく,玉葱,大根,長葱

人参,玉葱,にんにく,クリームコーン缶,
粒コーン缶,パセリ,ｶﾜﾁﾊﾞﾝｶ

生姜,にんにく,玉葱,人参,糸こんにゃく,
さやいんげん

にんにく,玉葱,人参,キャベツ,
さやいんげん,きゅうり
,グリーンアスパラ,ブロッコリー,
粒コーン缶

人参,キャベツ,玉葱,しめじ,
チンゲンサイ,青菜,もやし,生姜,

キャベツ,玉葱,人参,大根,青菜,
オレンジジュース

玉葱,青菜,人参,白菜,長葱,干し椎茸,
冷凍みかん

かおり,生姜,長葱,人参,大根,干し椎茸,
青菜

人参,ごぼう,生姜,にんにく,
さやいんげん,玉葱,キャベツ,ピーマン,
セロリー,えのきたけ,パセリ

生姜,にんにく,玉葱,人参,
★たけのこ水煮,干し椎茸,
長葱,にら,黄桃缶,きゅうり,キャベツ

生姜,にんにく,人参,★たけのこ水煮,
干し椎茸,玉葱,長葱,にら,キャベツ,
きゅうり,もやし,粒コーン缶,ｶﾜﾁﾊﾞﾝｶﾝ

   栄養指導       安全な食事について調べよう

   給食指導       衛生的な食習慣を身に付けよう

区分

月分平均

板橋区学校給食摂取基準

 

毎月
まいつき

１９日
にち

は食育
しょくいく

の日
ひ

です 


