
ｴﾈﾙｷﾞｰ 蛋白質 脂肪
(Kcal) (g) (g)

3 水
プルコギライス
キャベツのクリームスープ
牛乳

866 33.6 26.4

4 木
プルコギライス
キャベツのクリームスープ
牛乳

866 33.6 26.4

5 金
鶏ごぼうごはん
豚汁
りんごゼリー、牛乳

775 26.9 21.0

8 月
菜めし
鶏の照り焼き
豆腐入り野菜汁、牛乳

773 32.6 22.4

9 火
そぼろビビンバ丼
チンゲン菜のスープ
牛乳

787 29.1 27.7

10 水
鶏ごぼうごはん
豚汁
りんごゼリー、牛乳

775 26.9 21.0

11 木
菜めし
鶏の照り焼き
豆腐入り野菜汁、牛乳

773 32.6 22.4

12 金
そぼろビビンバ丼
チンゲン菜のスープ
牛乳

787 29.1 27.7

15 月

赤飯
さけの照り焼き
呉汁、牛乳 761 38.8 19.4

16 火
セサミトースト
トマトポトフ
すいか、牛乳

788 26.1 39.0

17 水
えびクリームライス
するめ入りサラダ
フレッシュパイン、牛乳

839 30.4 23.5

18 木
味噌ラーメン
キャラメルポテト
牛乳

904 28.7 28.1

19 金

食育の日・とれたて村給食
ツナピラフ
トマトと卵のスープ
ぶどうゼリー

837 27.0 26.1

22 月
ごはん、骨太ふりかけ
ししゃもの南蛮漬け
トックスープ、牛乳

919 35.8 29.8

23 火
きな粉トースト
チリコンカン
コールスローサラダ、牛乳

848 27.7 37.0

24 水

世界の味めぐり献立～スペイン～
パエリア
スパニッシュオムレツ
トマトスープ、牛乳

859 35.3 28.1

25 木
ホットチリドック
野菜スープ
フルーツヨーグルト、牛乳

820 32.7 34.4

26 金
ごはん
さわらの西京焼き、三色ナムル
いも団子汁、牛乳

808 35.2 22.1

29 月
ごはん、さばの文化干し
切り干し大根の華風漬け、どさんこ汁
牛乳

879 33.9 34.1

30 火
おろしスパゲッティ
ひよこ豆のサラダ
抹茶とホワイトチョコのケーキ、牛乳

931 30.5 35.5
大根、玉葱、ぶなしめじ、レモ
ン、キャベツ、きゅうり、人参、
粒コーン缶

ミルクパン、油

ツナ油漬、刻みのり、ひよこ豆、
たまご、調理用牛乳、牛乳

主に体の調子を
整えるもの

にんにく、玉葱、人参、マッシュ
ルーム水煮、ピーマン、セロ
リー、ボイルトマト、小松菜

米、砂糖、練りごま、白ごま、ご
ま油、じゃがいも、でんぷん

米、白ごま、砂糖、ごま油、油、
じゃがいも、バター

スパゲッテイ、オリーブ油、三温
糖、バター、油、油、砂糖、ごま
油、無塩バター、ホワイトチョコ
レート、生クリーム、小麦粉

だいずもやし、人参、きゅうり、
生姜、にんにく、大根、干し椎
茸、長葱、小松菜

米、油、バター、じゃがいも、で
んぷん、砂糖

ツナ油漬、鶏肉、たまご、ア
ガー、牛乳

牛乳、鶏もも肉、豚肉、豆腐、
赤みそ、白みそ

米、ごま油、砂糖、油、じゃがい
も

米、油、砂糖、ごま油、白ごま

豚肩、赤みそ、牛乳

むし中華めん、ごま油、油、砂
糖、ラード、さつまいも、揚げ
油、バター、アーモンドパウ
ダー

ささげ、鮭、鶏肉、油揚げ、豆
腐、大豆、赤みそ、白みそ、牛
乳

つくるもの

米、油、小麦粉、バター、生ク
リーム、砂糖、ごま油

むきえび、鶏肉、ピザチーズ、
調理用牛乳、さきいか、牛乳

玉葱、人参、もやし、にら、りん
ご、生姜、にんにく、キャベツ

牛乳、豚ひき肉、鶏肉

米、もち米、黒ごま、砂糖、油、
じゃがいも

米、ごま油、砂糖、油、じゃがい
も

牛乳、鶏もも肉、豚肉、豆腐、
赤みそ、白みそ

牛乳、豚ひき肉、鶏肉米、油、砂糖、ごま油、白ごま

令和2年６月献立表
板橋区立赤塚第一中学校

日
曜
日 こんだて

栄養量材料名
主にエネルギーと

なるもの
主に体の組織を

米、油、じゃがいも、砂糖
牛乳、鶏肉、油揚げ、豚肉、豆
腐、白みそ、赤みそ、アガー

米、油、砂糖、ごま油、油、じゃ
がいも、小麦粉、バター

牛乳、豚肉、鶏肉、調理用牛
乳、豆乳

米、油、砂糖、ごま油、油、じゃ
がいも、小麦粉、バター

牛乳、豚肉、鶏肉、調理用牛
乳、豆乳

牛乳、鶏肉、油揚げ、豚肉、豆
腐、白みそ、赤みそ、アガー

米、油、じゃがいも、砂糖

区　　分 エネルギー(kcal) たん白質(g)

玉葱、人参、もやし、にら、りん
ご、生姜、にんにく、キャベツ

鶏肉、むきえび、いか、たまご、
ベーコン、ウィンナー、ひよこ
豆、牛乳

米、バター、油、じゃがいも、生
クリーム、ホイールマカロニ

豚肉、ベーコン、ウィンナー、牛
乳

食パン、白ごま、白すりごま、ソ
フトマーガリン、グラニュー糖、
砂糖、油、じゃがいも

６月平均 830 31.3

板橋区中学校給食摂取基準 830 32.8

小松菜、生姜、にんにく、大根、
ごぼう、人参

人参、ごぼう、さやいんげん、
長葱、大根、りんごジュース

生姜、にんにく、長葱、小松菜、
人参、だいずもやし、しめじ、チ
ンゲンサイ

小松菜、生姜、にんにく、大根、
ごぼう、人参

人参、ごぼう、さやいんげん、
長葱、大根、りんごジュース

セロリー、にんにく、人参、玉
葱、こんにゃく、キャベツ、トマ
ト、さやいんげん、すいか

生姜、人参、長葱、大根、こん
にゃく

生姜、にんにく、長葱、小松菜、
人参、だいずもやし、しめじ、チ
ンゲンサイ

玉葱、人参、マッシュルーム水
煮、粒コーン缶、セロリー、トマ
ト、ぶどう(濃縮還元ｼﾞｭｰｽ）

にんにく、生姜、長葱、玉葱、人
参、キャベツ、もやし、にら、粒
コーン缶

人参、玉葱、マッシュルーム水
煮、ほうれんそう、キャベツ、
きゅうり、大根、粒コーン缶、フ
レッシュパイン

さば文化干し、豚肉、豆腐、白
みそ、牛乳

ウィンナー、豚ひき肉、大豆、豚
肉、ベーコン、白いんげん、プ
レーンヨーグルト、牛乳

玉葱、小松菜、セロリー、キャ
ベツ、粒コーン缶、人参、黄桃
缶、みかん缶、パイン缶

さわら、白みそ、鶏肉、牛乳

切干し大根、人参、小松菜、も
やし、きゅうり、生姜、玉葱、長
葱、粒コーン缶

米、白ごま、砂糖、でんぷん、
揚げ油、油、もち、ごま油

刻み昆布、ちりめんじゃこ、花
かつお、ししゃも、鶏肉、うずら
卵水煮、牛乳

長葱、にんにく、ぶなしめじ、玉
葱、たけのこ水煮、人参、大
根、にら

食パン、ソフトマーガリン、グラ
ニュー糖、ペンネマカロニ、小
麦粉、バター、油、砂糖

きな粉、金時豆、豚ひき肉、大
豆ミート、ベーコン、牛乳

にんにく、セロリー、人参、玉
葱、マッシュルーム水煮、ボイ
ルトマト、トマトピューレ、キャベ
ツ、大根、きゅうり、粒コーン缶

※食材料の都合により、献立を変更する場合があります。

とれたて村給食が始まります！

とれたて村給食とは、板橋区と交流のある都市から届いた
新鮮な野菜を使った給食のことです。今年度は9回実施する
予定です。19日は山形県最上町から届いたトマトを使います。


