
ｴﾈﾙｷﾞｰ 蛋白質 脂肪
(Kcal) (g) (g)

1 木

中秋の名月 お月見メニュー
高野豆腐のそぼろ丼
かきたま汁
お月見団子、牛乳

827 32.4 21.8

2 金
大豆入りツナごはん
鶏肉のバーベキューソース
わかめとチンゲンサイのスープ、牛乳

793 34.1 26.9

5 月
豚丼
いわし入りつみれ汁
くだもの（柿）、牛乳

833 37.6 20.4

6 火
五目かけうどん
味噌だれいももち
牛乳

796 28.9 28.2

7 水
ごはん
魚の香味焼き、甘酢和え
呉汁、牛乳

805 35.7 23.4

8 木
フレンチトースト
鶏肉と大豆のトマト煮
くだもの（巨峰）、牛乳

859 32.8 37.0

9 金
ごはん
春巻き
チゲスープ、牛乳

833 27.3 24.9

12 月
四川豆腐丼
野菜の中華風
まるごとみかんゼリー、牛乳

797 26.7 19.4

13 火
セルフハンバーガー
野菜スープ
牛乳

822 34.8 31.0

14 水

高知県の郷土料理
かつお飯
キャベツの磯和え
じゃがいものそぼろ煮、牛乳

832 33.2 19.0

15 木
ピーナッツトースト
ボルシチ
フルーツヨーグルト、牛乳

830 30.0 33.3

16 金

とれたて村給食～しめじ～
吹き寄せごはん
和風卵焼き
豆腐の味噌汁、牛乳

845 33.5 24.5

19 月
キムチ豆腐丼
じゃがいものハニーサラダ
牛乳

850 30.3 23.4

20 火
チリビーンズライス
タンドリーチキン
牛乳

926 42.6 29.6

21 水
鶏肉の塩麴漬丼
もずくスープ
くだもの（りんご）、牛乳

819 33.0 25.2

22 木

リクエスト給食
ミルクパン、いちごジャム
トマトスープ
ティラミス、牛乳

876 26.5 31.5

23 金
豚肉のしぐれごはん
にぎすの南蛮漬け
田舎汁、牛乳

858 33.2 24.5

26 月
ごはん、ひじきふりかけ
さばのねぎ味噌ソースがけ
けんちん汁

871 30.9 29.2

27 火
ベジタブルドッグ
秋の味覚シチュー
牛乳

878 31.1 42.4

28 水

世界の味めぐり献立～韓国～
ごはん
タッカルビ
春雨スープ、牛乳

803 27.8 20.5

29 木

ハロウィンメニュー
スパゲティアラビアータ
パンプキンパイ
牛乳

927 31.7 38.6

30 金

とれたて村給食～にんにく～
ガーリックライス
魚のピザ焼き
ミネストローネスープ、牛乳

901 36.4 26.9

※食材料の都合により献立を変更する場合があります。

スパゲッテイ、油、パイ皮、バ
ター、砂糖、生クリーム

豚ひき肉、大豆、ベーコン、
牛乳

にんにく、玉葱、ボイルトマト、し
めじ、トマトピューレ、かぼちゃ

米、もち米、砂糖、白ごま、で
んぷん、油、白玉団子

豚ひき肉、赤みそ、にぎす、
鶏肉、豆腐、牛乳

人参、ごぼう、生姜、さやいん
げん、長葱、大根、こんにゃ
く、小松菜

米、白ごま、油、砂糖、でんぷ
ん、油、じゃがいも

ひじき、花かつお、さば、白み
そ、豆腐、油揚げ、牛乳

長葱、大根、人参、ごぼう、こ
んにゃく

ボンレスハム、豚肉、ベーコ
ン、ピザチーズ、調理用牛
乳、牛乳

にんにく、生姜、白菜キムチ、
人参、玉葱、たけのこ水煮、
にら、ぶなしめじ、きゅうり、
キャベツ

人参、ぶなしめじ、枝豆、玉
葱、大根、小松菜

生姜、にんにく、白菜キムチ、
人参、玉葱、キャベツ、長葱、
にら、チンゲンサイ、干し椎茸

ブロッコリー、粒コーン缶、
マッシュルーム水煮、玉葱、
生姜、にんにく、人参、ぶなし
めじ

セロリー、玉葱、ボイルトマ
ト、小松菜、レモン

長葱、生姜、玉葱、人参、小
松菜、りんご

にんにく、生姜、セロリー、玉
葱、人参、マッシュルーム水
煮、枝豆、トマトジュース、トマ
トピューレ

にんにく、生姜、人参、玉葱、
キャベツ、セロリー、トマト
ピューレ、黄桃缶、みかん
缶、パイン缶

生姜、キャベツ、小松菜、人
参、玉葱、干し椎茸、こんにゃ
く、さやいんげん

玉葱、人参、キャベツ

にんにく、生姜、人参、玉葱、長葱、
チンゲンサイ、ザーサイ、ぶなしめ
じ、たけのこ水煮、キャベツ、きゅう
り、もやし、オレンジジュース、みかん
缶

にんにく、生姜、たけのこ水
煮、玉葱、にら、人参、白菜
キムチ、えのきたけ、もやし、
チンゲンサイ

セロリー、人参、玉葱、ボイル
トマト、トマトピューレ、巨峰

10月平均 845 32.3

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)

米、米粒麦、バター、砂糖、
油、シェルマカロニ

沖さわら、赤みそ、ピザチー
ズ、ベーコン、鶏肉、白いん
げん、牛乳

にんにく、生姜、玉葱、干し椎
茸、人参、ボイルトマト、キャ
ベツ

生姜、キャベツ、人参、大根、
長葱、こんにゃく

米、米粒麦、油、砂糖、でん
ぷん、白玉団子

鶏ひき肉、高野豆腐、豆腐、
たまご、きな粉、牛乳

米、砂糖、ごま油、白ごま、
油、じゃがいも

シルバー、鶏肉、油揚げ、豆
腐、大豆、赤みそ、白みそ、
牛乳

調理用牛乳、たまご、鶏肉、
ベーコン、大豆、牛乳

食パン、砂糖、バター、油、
じゃがいも、小麦粉

生姜、干し椎茸、人参、長
葱、玉葱、小松菜

米、米粒麦、油、砂糖、でん
ぷん

大豆、ツナ油漬、鶏もも肉、
鶏肉、生わかめ、牛乳

豚肉、白いんげん、ヨーグル
ト、牛乳

米、もち米、蒸し栗、油、じゃ
がいも、砂糖

鶏肉、鶏ひき肉、たまご、豆
腐、白みそ、赤みそ、牛乳

米、春巻きの皮、ごま油、春
雨、でんぷん、小麦粉、油、
トック、三温糖

豚肩、白みそ、豚外モモ、豆
腐、牛乳

冷凍豆腐、豚肩、アガー、牛
乳

米、油、砂糖、ごま油、でんぷ
ん、白ごま

ミルクパン、バター、ソフトパ
ン粉、砂糖、じゃがいも、油

豚ひき肉、絞り豆腐、高野豆
腐粉末、調理用牛乳、たま
ご、ベーコン、牛乳

ミルクパン、マヨネーズ、油、
さつまいも、小麦粉、バター、
生クリーム

米、砂糖、トック、油、でんぷ
ん、緑豆春雨

鶏肉、牛乳

冷凍豆腐、豚肉、赤みそ、牛
乳

米、油、砂糖、でんぷん、ごま
油、じゃがいも、はちみつ

米、米粒麦、バター、油
豚ひき肉、大豆ミート、鶏もも
肉、ヨーグルト、牛乳

鶏肉、もずく、豆腐、たまご、
牛乳

米、米粒麦、油、砂糖、ごま
油、でんぷん
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ミルクパン、いちごジャム、
油、ホイールマカロニ、砂糖、
生クリーム、タルトカップ

鶏肉、ベーコン、ひよこ豆、粉
寒天、クリームチーズ、牛乳

かつお、刻みのり、鶏ひき
肉、さつま揚げ、牛乳

米、米粒麦、でんぷん、油、
砂糖、白ごま、じゃがいも

食パン、ピーナッツ粉、ピー
ナッツ八割、ソフトマーガリ
ン、砂糖、油、じゃがいも、バ
ター、生クリーム

材料名 栄養量
主にエネルギーと

なるもの
主に体の組織を
つくるもの

主に体の調子を
整えるもの

人参、生姜、りんご、にんに
く、長葱、たけのこ水煮、干し
椎茸、チンゲンサイ

米、米粒麦、車ふ、油、砂糖、
じゃがいも

豚肉、つみれ、豆腐、生わか
め、白みそ、赤みそ、牛乳

糸こんにゃく、人参、玉葱、大
根、えのきたけ、柿

冷凍細うどん、じゃがいも、で
んぷん、油、砂糖

鶏肉、かまぼこ、油揚げ、粉
チーズ、調理用牛乳、赤み
そ、牛乳

玉葱、小松菜、長葱、干し椎
茸、人参


