
蛋白質 脂肪

(ｇ) (ｇ)

1 火
スタミナ丼
春雨サラダ
くだもの（りんご）、牛乳

807 25.9 21.5

2 水
ピリ辛もやしラーメン
スパイシーポテトビーンズ
牛乳

809 32.3 22.3

3 木
ゆかりごはん
白身魚のパン粉焼き
鶏団子の味噌スープ、牛乳

844 36.8 28.9

4 金
キムタクごはん
ジャンボ揚げ餃子
ビーフンスープ、牛乳

807 29.8 28.7

7 月
七穀わかめごはん
チキンチキンごぼう
たまごスープ、牛乳

861 32.1 27.4

8 火
ポテトミートサンド
ホワイトシチュー
牛乳

790 31.8 28.7

9 水
ごはん、ひじきふりかけ
さばの竜田揚げ
味噌けんちん汁、牛乳

865 31.5 29.1

10 木
ジャンバラヤ
マッシュポテト
ペイザンヌスープ、牛乳

816 24.0 28.2

11 金

板橋ふれあい農園会給食～人参～
焼き鳥丼
ごまドレッシングサラダ
くだもの（みかん）、牛乳

837 30.8 22.4

14 月
ナシゴレン
コーンポタージュ
くだもの(パイン)、牛乳

740 30.4 24.4

15 火
タコライス
わかめスープ
サーターアンダギー、牛乳

885 30.8 26.3

16 水

世界の味めぐり献立～イギリス～
パン、マーマレード
シェパーズパイ(挽肉とマッシュポテトのパイ)
スコッチブロス(麦と野菜のスープ)、牛乳

808 32.8 28.9

17 木
ごはん
五目卵焼き
がめ煮、牛乳

843 33.2 26.8

18 金
きのこのクリームスパゲティ
じゃこビーンズサラダ
牛乳

874 36.9 32.5

21 月
冬至にちなんだ献立
ほうとう、ごまあえ
抹茶ケーキ、牛乳

831 31.0 27.8

22 火
中華おこわ
魚の包み揚げ
どさんこ汁、牛乳

871 36.1 28.6

23 水
セサミビスキュイパン
白菜のクリームスープ
牛乳

795 26.3 32.9

24 木

五目ごはん
にぎすのピリ辛ソース
野菜の旨煮
牛乳

765 29.6 20.5

25 金

カレーピラフのスパイシーチキンがけ
サイコロサラダ
ココアババロア
ジョア(マスカット味)

810 27.1 25.0

エネルギー
(kcal)

令和２年12月献立表
板橋区立赤塚第一中学校

日
曜
日 こんだて

材料名 栄養量
主にエネルギーと 主に体の組織を 主に体の調子を

なるもの つくるもの 整えるもの

米、米粒麦、砂糖、白ごま、で
んぷん、緑豆春雨(乾)、油、ご
ま油

豚肩ロース、白みそ、赤みそ、
ボンレスハム、牛乳

生姜、にんにく、玉葱、長葱、人
参、もやし、にら、きゅうり、粒
コーン缶、りんご

むし中華めん、油、ごま油、バ
ター、砂糖、じゃがいも、でんぷ
ん

豚ひき肉、赤みそ、大豆、牛乳
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

米、マヨネーズ、小麦粉、ソフト
パン粉、油、でんぷん、バター

メルルーサ、鶏ひき肉、たまご、
白みそ、生わかめ、赤みそ、牛
乳

かおり、にんにく、長葱、生姜、
白菜、人参、小松菜、大根

米、米粒麦、油、白ごま、ごま
油、餃子の皮、でんぷん、ビー
フン

豚肉、豚ひき肉、鶏肉、むきえ
び、牛乳

長葱、たくあん、白菜キムチ、
キャベツ、にら、玉葱、にんに
く、生姜、きくらげ、人参、白菜、
チンゲンサイ

米、七穀、でんぷん、油、砂糖
炊き込みわかめ、鶏肉、豆腐、
たまご、牛乳

ごぼう、人参、玉葱、長葱

ミルクパン、じゃがいも、バ
ター、油、小麦粉

豚ひき肉、大豆ミート、鶏肉、白
いんげん、ピザチーズ、調理用
牛乳、豆乳、牛乳

人参、玉葱、にんにく、マッシュ
ルーム水煮、ブロッコリー

米、白ごま、油、砂糖、でんぷ
ん、油、ごま油、じゃがいも、練
りごま

ひじき、さば、豆腐、油揚げ、赤
みそ、白みそ、牛乳

生姜、大根、ごぼう、人参、こん
にゃく、長葱、小松菜

米、油、バター、じゃがいも、生
クリーム

チョリソー、ウィンナー、豆乳、
鶏肉、ベーコン、白いんげん、
牛乳

にんにく、セロリー、玉葱、赤パ
プリカ、ボイルトマト、冷凍グリ
ンピース、粒コーン缶、人参、
キャベツ、かぶ、かぶ(葉)

米、米粒麦、砂糖、でんぷん、
練りごま、白すりごま

鶏肉、うずら卵水煮、牛乳
生姜、長葱、玉葱、たけのこ水
煮、干し椎茸、小松菜、人参、
キャベツ、もやし、みかん

米、米粒麦、油、ごま油、バ
ター、でんぷん

むきえび、鶏ひき肉、ベーコン、
調理用牛乳、豆乳、牛乳

にんにく、生姜、玉葱、ピーマ
ン、赤パプリカ、人参、クリーム
コーン缶、粒コーン缶、パイン
アップル

米、米粒麦、油、砂糖、ごま油、
小麦粉、黒砂糖

豚ひき肉、大豆ミート、粉チー
ズ、生わかめ、豆腐、ドライおか
ら、たまご、調理用牛乳、牛乳

にんにく、生姜、玉葱、たけのこ
水煮、もやし、長葱、人参

ミルクパン、マーマレード、オ
リーブ油、じゃがいも、油、押麦

鶏ひき肉、大豆、豆乳、粉チー
ズ、ベーコン、鶏肉、ひよこ豆、
牛乳

にんにく、玉葱、人参、ボイルト
マト、トマトピューレ、セロリー、
大根

米、砂糖、油、里芋、三温糖
たまご、鶏ひき肉、ひじき、鶏
肉、生揚げ、牛乳

人参、干し椎茸、長葱、れんこ
ん、たけのこ水煮、こんにゃく、
さやいんげん

スパゲッテイ、油、小麦粉、バ
ター、生クリーム、砂糖、ごま油

豚肉、ベーコン、むきえび、調理
用牛乳、豆乳、ひよこ豆、ちりめ
んじゃこ、牛乳

にんにく、人参、玉葱、ぶなしめ
じ、エリンギ、マッシュルーム水
煮、小松菜、キャベツ、きゅう
り、粒コーン缶

冷凍うどん、油、練りごま、砂
糖、白すりごま、小麦粉、バ
ター、生クリーム、甘納豆

鶏肉、油揚げ、白みそ、調理用
牛乳、豆乳、たまご、牛乳

長葱、人参、ごぼう、大根、かぼ
ちゃ、小松菜、キャベツ

米、もち米、油、ごま油、春巻き
の皮、小麦粉、じゃがいも、バ
ター

焼き豚、めかじき、スライスチー
ズ、豚肉、豆腐、白みそ、牛乳

人参、たけのこ水煮、干し椎
茸、小松菜、生姜、玉葱、長
葱、粒コーン缶

米、もち米、砂糖、でんぷん、白
ごま、ごま油、油、じゃがいも

大豆、刻み昆布、油揚げ、にぎ
す、鶏肉、白ちくわ、高野豆腐、
牛乳

人参、ごぼう、さやいんげん、生
姜、黄パプリカ、赤パプリカ、に
んにく、こんにゃく、れんこん、
干し椎茸

ミルクパン、あんずジャム、バ
ター、砂糖、小麦粉、白すりご
ま、油、じゃがいも、生クリーム

たまご、鶏肉、ベーコン、調理用
牛乳、豆乳、牛乳

生姜、玉葱、人参、白菜

米、バター、油、じゃがいも、砂
糖、油、生クリーム

鶏肉、粉寒天、調理用牛乳、
ジョア　マスカット

にんにく、生姜、玉葱、人参、ボ
イルトマト、マッシュルーム水
煮、トマトピューレ、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。

区　　分 エネルギー(kcal) たん白質(g)

1２月平均 824 31.0

板橋区中学校給食摂取基準 830 32.8


