
ｴﾈﾙｷﾞｰ 蛋白質 脂肪
(Kcal) (g) (g)

7/1 水
ココア揚げパン
ワンタンスープ
冷凍みかん、牛乳

775 30.1 25.9

2 木
塩昆布ごはん
鶏の唐揚げ
すまし汁、牛乳

831 31.5 24.9

3 金
五目おこわ
さわらのバーベキューソース焼き
具だくさん味噌汁、牛乳

766 35.9 21.9

6 月
中華うま煮丼
中華スープ
牛乳

845 33.8 25.8

7 火

七夕にちなんだ献立
ちらし寿司
めばるのにんにくみそ焼き
七夕汁、牛乳

805 36.5 20.8

8 水
ミルクパン（いちごジャム＆マーガリン）
白身魚のラタトゥイユ添え
ヌイユスープ、牛乳

734 31.5 30.9

9 木

板橋ふれあい農園会給食（じゃがいも）
冷やしごまだれうどん
もちもちじゃがいも
牛乳

853 29.0 29.6

10 金
そぼろと枝豆のごはん
筑前煮
キャベツの磯和え、牛乳

828 31.1 22.0

15 水
ポークカレー
ボイル野菜
牛乳

874 26.9 24.7

16 木
二色フランスパン
ミネストローネスープ
サイダーポンチ、牛乳

739 23.0 28.4

17 金

とれたて村給食（きゅうり）
ごはん、白身魚のパン粉焼き
きゅうりと大根のピリカラ
鶏のミソスープ、牛乳

765 34.7 22.2

20 月

世界の味めぐり献立～タイ～
ガパオライス
春雨サラダ
フレッシュパイン、牛乳

782 27.4 20.4

21 火
ゆかりごはん
五目卵焼き
塩肉じゃが、牛乳

829 32.3 21.4

22 水
スパゲティーミートソース
イタリアンサラダ
冷凍もも、牛乳

818 32.5 27.3

27 月
ごはん、のりの佃煮
めかじきのオニオンガーリックソース
冬瓜入り卵スープ

825 33.0 27.2

28 火
プルコギバーガー
白いんげんのクリームスープ
牛乳

834 32.6 35.5

29 水
チンジャオロース丼
中華風コーンスープ
牛乳

855 34.6 27.3

30 木
ジャージャー麺
じゃこ入り海藻サラダ
牛乳

786 33.6 27.4

31 金
菜めし
にぎすの玉ねぎソース
田舎汁、牛乳

800 30.6 23.8

8/25 火
ドライカレー
ごまドレッシングサラダ
オレンジゼリー、牛乳

837 25.4 20.3

26 水
ケバブサンド
サイコロサラダ
コーンポタージュ、牛乳

833 33.1 38.2

27 木
塩バターラーメン
カルシウムビーンズ
冷凍みかん、牛乳

809 32.9 27.0

28 金
昆布ごはん
さばの味噌煮
沢煮椀、牛乳

827 35.5 26.1

31 月
キムチチャーハン
五目スープ
りんごとヨーグルトのケーキ、牛乳

875 29.1 26.1

スパゲッテイ、油、オリーブ油、
砂糖

豚肉、大豆、ピザチーズ、牛乳

米、砂糖、でんぷん、油、三温
糖

のり、めかじき、鶏肉、ベーコ
ン、たまご、牛乳

豚ひき肉、にぎす、鶏肉、豆
腐、牛乳

豚肩、鶏肉、豆腐、たまご、牛
乳

豚ひき肉、大豆ミート、みそ、ち
りめんじゃこ、海草ミックス、牛
乳

7・8月平均 814 31.3

板橋区中学校給食摂取基準 830 32.8

区　　分 エネルギー(kcal) たん白質(g)

豚肉、ピザチーズ、鶏肉、ベー
コン、いんげんまめ、豆乳、牛
乳

ショートニングパン、油、じゃが
いも、三温糖、でんぷん、ごま
油、白ごま、マヨネーズ

長葱、白菜キムチ、生姜、人
参、たけのこ、玉葱、椎茸、小
松菜、りんご缶

米、油、砂糖、ごま油、でんぷ
ん

焼き豚、鶏肉、豆腐、たまご、プ
レ-ンヨ-グルト、牛乳

ミルクパン、いちごジャム、マー
ガリン、でんぷん、小麦粉、油、
油、ヌードル

ホキ、ベーコン、豚肉、牛乳

ミルクパン、油、砂糖、ワンタン
の皮、ごま油

豚肉、なると、牛乳

米、でんぷん、油 塩昆布、鶏肉、豆腐、牛乳

鶏肉、油揚げ、さわら、豆腐、
みそ、牛乳

米、もち米、ごま油、砂糖、じゃ
がいも
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主に体の組織を
つくるもの

米、マヨネーズ、小麦粉、ソフト
パン粉、油、砂糖、ごま油、白
ごま、バター

メルルーサ、鶏肉、豆腐、み
そ、牛乳

にんにく、生姜、人参、長葱、も
やし、白菜、小松菜、冷凍みか
ん

豚肉、鶏肉、高野豆腐、刻みの
り、牛乳

米、油、じゃがいも、小麦粉、バ
ター、砂糖

米、油、砂糖、でんぷん、ごま
油、油

豚肉、えび、うずら卵水煮、鶏
肉、豆腐、わかめ、牛乳

油揚げ、刻みのり、めばる、み
そ、鶏肉、豆腐、なると、牛乳

学校給食用米、砂糖、ごま油、
白ごま、そうめん

米、砂糖、油、じゃがいも、三温
糖

たまご、鶏肉、ひじき、豚肉、牛
乳

鶏肉、粉チーズ、調理用牛乳、
牛乳

冷凍うどん、ごま油、砂糖、
白ごま、練りごま、はちみ
つ、じゃがいも、でんぷん、
油、三温糖

米、もち米、油、砂糖、じゃがい
も、白ごま

鶏ひき肉、ボンレスハム、牛乳
米、米粒麦、油、砂糖、でんぷ
ん、ごま油、緑豆春雨

豚肉、ピザチーズ、牛乳

ベーコン、鶏肉、白いんげん、
牛乳

ソフトフランスパン、マーガリ
ン、メープルシロップ、砂糖、
油、マカロニ

主に体の調子を
整えるもの

中華めん、ごま油、油、練りご
ま、砂糖、白ごま

米、砂糖、油、ごま油、でんぷ
ん、小麦粉、白玉団子

米、米粒麦、ごま油、油、じゃが
いも、小麦粉、砂糖

生姜、にんにく、人参、長葱、え
のきたけ、小松菜

人参、ごぼう、ぶなしめじ、さや
いんげん、りんご、長葱、大根、
こんにゃく、小松菜

生姜、にんにく、白菜、玉葱、人
参、たけのこ、きくらげ

かんぴょう、たけのこ、人参、れ
んこん、椎茸、さやえんどう、に
んにく、小松菜、えのきたけ、長
葱

玉葱、ズッキーニ、ピーマン、黄
パプリカ、セロリー、トマト、にん
にく、生姜、人参、キャベツ

もやし、きゅうり、にんにく、生
姜、人参、玉葱、長葱、椎茸、
たけのこ、にら、キャベツ、コー
ン

きゅうり、もやし、人参、キャベ
ツ

生姜、枝豆、こんにゃく、ごぼ
う、人参、たけのこ、椎茸、さや
いんげん、キャベツ、小松菜

にんにく、生姜、玉葱、人参、ト
マト、グリンピース、コーン、キャ
ベツ、きゅうり

にんにく、玉葱、人参、トマト、
キャベツ、黄桃、パイン、みか
ん

にんにく、きゅうり、大根、生
姜、白菜、人参、小松菜、長葱

にんにく、生姜、玉葱、人参、
ピーマン、赤パプリカ、バジル、
きゅうり、コーン、パイン

生姜、小松菜、玉葱、ごぼう、
大根、こんにゃく、人参、長葱

にんにく、生姜、玉葱、人参、ピーマ
ン、ボイルトマト、干しぶどう、マッ
シュルーム、小松菜、キャベツ、もや
し、オレンジジュース

にんにく、レモン果汁、トマト
ピューレ、玉葱、キャベツ、人
参、きゅうり、コーン、クリーム
コーン

にんにく、生姜、玉葱、人参、
キャベツ、もやし、長葱、冷凍み
かん

人参、枝豆、生姜、長葱、大
根、ごぼう、たけのこ、椎茸、小
松菜

ゆかり、人参、椎茸、長葱、玉
葱、糸こんにゃく、さやいんげん

玉葱、人参、にんにく、生姜、セロリ、
マッシュルーム、トマト、トマトピュー
レ、キャベツ、きゅうり、コーン、赤パ
プリカ、黄パプリカ、レモン果汁、桃

玉葱、にんにく、生姜、冬瓜、人
参、小松菜

玉葱、人参、にら、りんご、生
姜、にんにく、クリームコーン

生姜、にんにく、たけのこ、人
参、玉葱、赤パプリカ、ピーマ
ン、チンゲンサイ、クリームコー
ン、コーン

刻み昆布、鶏肉、油揚げ、さ
ば、みそ、豚肉、牛乳

豚肉、なると、大豆、高野豆腐、
ちりめんじゃこ、牛乳

鶏肉、鶏ひき肉、ベーコン、牛
乳

ショートニングパン、油、でんぷ
ん、じゃがいも、砂糖、バター

米、バター、油、砂糖、練りご
ま、白ごま

むし中華めん市販品、ごま油、
油、バター、でんぷん、白ごま

米、三温糖

豚ひき肉、大豆ミート、アガー、
牛乳

※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・ふれあい農園会給食

7/9「もちもちじゃがいも」のじゃがいもは板橋区

から、7/17「きゅうりと大根のピリカラ」のきゅう

りは北海道岩見沢市から届きます。お楽しみに！


