
板橋区立桜川中学校

主にエネルギー
となるもの

主に体の組織を
つくるもの

エネルギー
(kcal)

たんぱく質
(g)

1 水
牛乳    プルコギ丼
チョレギサラダ
フルーツヨーグルトかけ

学校給食米,米粒麦,炒め油,
三温糖,ごま油,でんぷん,
砂糖,白ごま

★牛乳,豚肉,刻みのり,
プレ-ンヨ-グルト

708 26.6

2 木
牛乳   ひじきごはん
ししゃもの南蛮焼き
かみかみサラダ

学校給食用米,もち米,
油,砂糖

★牛乳,鶏肉,ひじき,油揚げ,
★ししゃも,さきいか

711 32.8

3 金
牛乳   アーモンドトースト
ごぼうチップ入りサラダ
さっぱりポトフ

★食パン,ソフトマーガリン,
ｱｰﾓﾝﾄﾞﾊﾟｳﾀﾞｰ,ｸﾞﾗﾆｭｰ糖,
ｱｰﾓﾝﾄﾞｽﾗｲｽ,でんぷん,砂糖
ごま油,油,揚げ油,じゃがいも

★牛乳,鶏肉,ベーコン 712 25.8

7 火
牛乳   焼き鳥丼
コールスロー
くだもの(冷凍みかん)

学校給食用米,米粒麦,
白ごま,砂糖,でんぷん,油

★牛乳,鶏肉 701 26.6

8 水
牛乳　　ごぼう入りドライカレー
和風サラダ
あじさいゼリー

学校給食用無洗米,米粒麦,
油,★小麦粉,砂糖

★牛乳,豚ひき肉,大豆,アガー 790 26.6

9 木
牛乳　　　あぶたま丼
りっちゃんの元気サラダ

学校給食用米,米粒麦,砂糖
でんぷん,油,白ごま

★牛乳,鶏肉,★卵,油揚げ,
刻み昆布,★花かつお

726 28.9

10 金

牛乳　　　ごはん
そぼろふりかけ　魚の包み揚げ
豆乳仕立ての野菜汁

学校給食用米,米粒麦,白ごま,
砂糖,★春巻きの皮★小麦粉,
油,さつまいも

★牛乳,豚ひき肉★高野豆腐粉
末
★めかじき,スライスチーズ,
豚肉,白みそ,赤みそ,★豆乳

763 32.8

13 月
牛乳　　　みそラーメン
ジャンボ揚げ餃子
冷凍パイン

★むし中華めん,ごま油,白ごま,
油,バター,でんぷん,★餃子の
皮
,緑豆春雨★小麦粉,揚げ油

★牛乳,豚ひき肉,赤みそ,白みそ 792 30.9

14 火
牛乳　　ゆかりごはん
いかのかりんとう揚げ
ひっつみ

学校給食用米,米粒麦,
でんぷん★小麦粉,揚げ油,
砂糖,白ごま,★薄力粉

★牛乳,いか,鶏肉,生わかめ 719 29.7

15 水
牛乳　　　米粉パン
スパニッシュオムレツ
かぼちゃのクリームスープ

★米粉パン,じゃがいも,油,
バター,★小麦粉

★牛乳,ロースハム,★卵,鶏肉,
★調理用牛乳

741 37.2

16 木
牛乳　　ごはん
にんじんのふりかけ
五目肉じゃが　みそﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞｻﾗﾀﾞ

学校給食用米,米粒麦,砂糖,
白ごま,じゃがいも,ごま油,油

★牛乳,★ちりめんじゃこ,豚肉,
油揚げ,生わかめ,白みそ

782 29.7

17 金
牛乳　　ガーリックライス
魚のコーンフレーク焼き
レンズ豆のスープ

精白米,米粒麦,バター,炒め油,
油★ソフトパン粉,
★コーンフレーク,じゃがいも

★牛乳,ベーコン,★ちりめんじゃ
こ,★魚,ピザチーズ,レンズ豆,豚
肉

816 39.9

20 月

牛乳　　　　ごはん　　けんちん汁
鶏肉の長ねぎソース
青のりﾋﾞｰﾝｽﾞﾎﾟﾃﾄ

学校給食用米,米粒麦,白ごま,
砂糖,でんぷん,じゃがいも,
揚げ油,油,里芋

★牛乳,鶏もも肉,★大豆,
あおさ,豚肉,豆腐

786 35.3

21 火
牛乳　二種フランス
さつまいものシチュー
くだもの（メロン）

★ソフトフランスパン,
ソフトマーガリン,はちみつ
,油,さつまいも,★小麦粉,バター

★牛乳,鶏肉,★調理用牛乳,
★豆乳,ピザチーズ

751 24.9

22
23

水
木

24 金
牛乳　　高野豆腐のそぼろ丼
千切りポテトのパリパリサラダ
オレンジポンチ

学校給食用米,米粒麦,油,
砂糖,揚げ油,じゃがいも,白ごま

★牛乳,鶏ひき肉,★高野豆腐 746 29.3

27 月
牛乳　　関西風かけわかめうどん
ツナ入り卵焼き　　アーモンドじゃこ

冷凍うどん,砂糖,じゃがいも,油
でんぷん,アーモンド,白ごま

★牛乳,生わかめ,豚肉,油揚げ,
★ツナ油漬,★卵,大豆
★ちりめんじゃこ

778 41.8

28 火
牛乳
ごはん　　　魚の香り揚げ
ナムル　　あしたば麺入りすまし汁

学校給食用米,米粒麦,
でんぷん,揚げ油,砂糖,白ごま
ごま油,あしたばうどん

★牛乳,★魚,赤みそ,豆腐 720 29.0

29 水
【学びのエリア給食】
牛乳　　ポークストロガノフ
フレンチサラダ　ポンデケージョ

学校給食用米,米粒麦,油,
★小麦粉,バター,赤ざらめ,
砂糖,じゃがいも,でんぷん

★牛乳,豚肉,生クリーム,生わか
め
粉チーズ,ピザチーズ

771 27.5

30 木

【とれたて村給食の日】
牛乳　　麦ごはん
西湖豆腐（シーホー豆腐）
野菜のごま酢

学校給食用米,押麦,油,砂糖,
でんぷん,白ごま

★牛乳,豚ひき肉,
冷凍豆腐,生わかめ

738 30.5

※　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

たんぱく質
(g)

※　サラダは加熱した野菜を使用しています。 750 30.8

給食目標　　給食時間を守り、楽しく食事をしよう　　 820 31.0

栄養目標　　食事のマナーを身につけよう

にんにく,パセリ,玉葱,人参,
マッシュルーム水煮
ブロッコリー,メロン

区分

月分平均

板橋区学校給食摂取基準

人参,干し椎茸,さやいんげん,
キャベツ,きゅうり,みかん缶,
パイン缶,黄桃缶,ｵﾚﾝｼﾞｼﾞｭｰｽ

人参,青菜,長葱,キャベツ,
干し椎茸,玉葱

生姜,にんにく,もやし,キャベツ,
長葱,唐辛子,大根,青菜

にんにく,玉葱,人参,
マッシュルーム水煮キャベツ,
トマトピューレ,,きゅうり,大根

にんにく,生姜,人参,玉葱,
干し椎茸,たけのこ水煮,トマト,
長葱,にら,もやし,きゅうり

期末考査＊給食はありません

ゆかり,生姜,大根,人参,
長葱,干し椎茸

玉葱,人参,ピーマン,赤ピーマン,
トマトピューレ,にんにく,かぼちゃ,
クリームコーン缶,パセリパセリ
マッシュルーム水煮,

人参,青菜,玉葱,糸こんにゃく,
たけのこ水煮,さやいんげん,
キャベツ,もやし

にんにく,玉葱,パセリ,人参,
ボイルトマト,トマトピューレ

長葱,ごぼう,こんにゃく,人参,
大根,青菜

令和４年６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

玉葱,人参,ごぼう,ピーマン,生姜,
にんにく,キャベツ,きゅうり,
ブロッコリー,粒コーン缶,
ぶどうジュース

玉葱,冷凍グリンピース,人参,
キャベツ,レタス,きゅうり,
粒コーン缶,赤パプリカ

生姜,人参,たけのこ水煮,
干し椎茸,さやいんげん,
ほうれんそう,こんにゃく,ごぼう,
大根,白菜,長葱

にんにく,生姜,玉葱,人参,もやし,
キャベツ,粒コーン缶,青菜,
長葱,にら,冷凍パイン

栄養価

玉葱,人参,りょくとうもやし,にら,
りんご,生姜,にんにく,キャベツ
きゅうり,もやし,黄桃缶,
パイン缶,みかん缶

人参,長葱,キャベツ,きゅうり

ごぼう,きゅうり,人参,大根,
にんにく,玉葱,しめじ,キャベツ,
パセリ

生姜,長葱,人参,たけのこ水煮,
干し椎茸,キャベツ,粒コーン缶,
きゅうり,玉葱,冷凍みかん

残菜

０DAY

残菜

０DAY

学びのエリア

メニュー

学びのエリア

メニュー

学びのエリア

メニュー

残菜

０DAY


