
蛋白質 脂肪

(ｇ) (ｇ)

1 月

リクエスト給食
フレンチトースト
ハンガリーシチュー
くだもの、牛乳

819 29.9 34.4

2 火
四川豆腐丼
わかめの和え物
フルーツヨーグルト、牛乳

825 29.2 20.2

3 水

ひな祭りにちなんだ献立
五目ちらし寿司
さわらの西京焼き
すまし汁、牛乳

759 32.9 20.5

4 木

リクエスト給食
カレーピラフ
キャベツのミルクスープ
ティラミス、牛乳

835 23.9 31.1

5 金

リクエスト給食
ジャージャー麵
切り干し大根のナムル
カルシウムビーンズ、牛乳

830 37.1 26.6

8 月

リクエスト給食
ごはん
春巻き
チゲスープ、牛乳

823 28.0 23.7

9 火

リクエスト給食
サーモンと小松菜のクリームパスタ
海藻サラダ
スイートポテト、牛乳

828 30.9 27.4

10 水
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

11 木

リクエスト給食
ガーリックトースト
ワンタンスープ
チーズタルト、牛乳

828 28.9 34.7

12 金
めかじきごはん
肉じゃが
茎わかめと大根の華風煮、牛乳

779 26.2 21.3

15 月
リクエスト給食
味噌ラーメン
チーズポテト、牛乳

835 30.7 25.0

16 火
わかめごはん
五目卵焼き
筑前煮、牛乳

861 33.0 24.3

17 水

卒業お祝い献立（リクエスト＆セレクト給食）

赤飯、鶏の唐揚げ
呉汁
ジョア（プレーン/いちご/マスカット）

852 35.2 23.6

18 木
パン、ムロアジのメンチ
ミネストローネスープ
くだもの、牛乳

816 32.5 28.5

22 月
中華風炊き込みご飯
シューマイ
にらたまスープ、牛乳

758 32.4 25.7

23 火
たけのこごはん
魚のピリ辛焼き
沢煮椀、牛乳

847 36.6 29.5

24 水
カレーライス
ボイル野菜
くだもの、牛乳

880 25.3 23.8

板橋区中学校給食摂取基準 830 32.8

※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)

月平均 825 30.9

米、もち米、油、白ごま、砂糖、
ごま油

鶏肉、油揚げ、魚、赤みそ、豚
肉、牛乳

ゆでたけのこ、人参、長葱、大
根、ごぼう、えのきたけ、干し椎
茸、小松菜

米、油、じゃがいも、小麦粉、バ
ター、油、砂糖

牛肉、ピザチーズ、牛乳

にんにく、生姜、玉葱、人参、ボ
イルトマト、冷凍グリンピース、
粒コーン缶、キャベツ、きゅう
り、オレンジ

ミルクパン、ソフトパン粉、揚げ
油、小麦粉、油、シェルマカロニ

ムロアジミンチ、調理用牛乳、
ベーコン、鶏肉、白いんげん、
牛乳

玉葱、にんにく、人参、ボイルト
マト、キャベツ、せとか

もち米、米、砂糖、ごま油、でん
ぷん、しゅうまいの皮

豚肉、油揚げ、豚ひき肉、大豆
ミート、豆腐、たまご、牛乳

人参、たけのこ水煮、ごぼう、
干し椎茸、玉葱、生姜、キャベ
ツ、にら

米、白ごま、砂糖、油、じゃがい
も

炊き込みわかめ、たまご、豚ひ
き肉、ひじき、鶏肉、高野豆腐、
牛乳

干し椎茸、長葱、こんにゃく、ご
ぼう、人参、たけのこ水煮、れ
んこん、さやいんげん

米、もち米、黒ごま、でんぷん、
揚げ油、油、じゃがいも

ささげ、鶏肉、鶏肉、油揚げ、豆
腐、大豆、赤みそ、白みそ、ジョ
ア（プレーン/いちご/マスカット）

生姜、にんにく、人参、長葱、大
根、こんにゃく

米、米粒麦、でんぷん、揚げ
油、砂糖、白ごま、じゃがいも、
油、ごま油

めかじき、豚肉、くきわかめ、牛
乳

生姜、人参、糸こんにゃく、玉
葱、さやいんげん、大根

むし中華めん、ごま油、油、砂
糖、バター、じゃがいも、揚げ油

豚肉、うずら卵水煮、赤みそ、
粉チーズ、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、もち米、砂糖、白ごま、でん
ぷん、揚げ油、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

食パン、ソフトマーガリン、ワン
タンの皮、ごま油、砂糖、生ク
リーム、タルトカップ

豚肉、なると、粉寒天、クリーム
チーズ、牛乳

にんにく、生姜、人参、長葱、も
やし、キャベツ、小松菜、レモン
果汁

米、春巻きの皮、ごま油、普通
春雨、でんぷん、小麦粉、揚げ
油、油、トック、砂糖

豚肉、白みそ、豆腐、赤みそ、
牛乳

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

スパゲッテイ、オリーブ油、油、
小麦粉、油、バター、白ごま、砂
糖、ごま油、さつまいも、生ク
リーム

生鮭、調理用牛乳、豆乳、海草
ミックス、牛乳

玉葱、マッシュルーム水煮、小
松菜、キャベツ、人参、粒コーン
缶

米、米粒麦、バター、油、でん
ぷん、砂糖、生クリーム、タルト
カップ

むきえび、鶏肉、ベーコン、調
理用牛乳、粉寒天、クリーム
チーズ、牛乳

玉葱、人参、マッシュルーム水
煮、キャベツ、レモン果汁

むし中華めん、油、練りごま、
砂糖、ごま油、白ごま、でんぷ
ん、揚げ油

豚ひき肉、大豆ミート、赤みそ、
生わかめ、大豆、高野豆腐、ち
りめんじゃこ、牛乳

にんにく、生姜、人参、玉葱、長
葱、干し椎茸、たけのこ水煮、
にら、切干し大根、キャベツ、も
やし

米、油、砂糖、ごま油、でんぷ
ん、白ごま

豆腐、豚肉、生わかめ、プレ-ン
ヨ-グルト、牛乳

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、きゅうり、
黄桃缶、みかん缶、パイン缶

米、砂糖、練りごま、白すりごま
油揚げ、さわら、白みそ、紅白
あられはんぺん、豆腐、牛乳

たけのこ水煮、人参、れんこ
ん、干し椎茸、さやいんげん、
小松菜、長葱、えのきたけ

主に体の調子を
なるもの つくるもの 整えるもの

食パン、砂糖、バター、じゃがい
も、油、小麦粉、油

調理用牛乳、たまご、鶏肉、ピ
ザチーズ、牛乳

にんにく、生姜、玉葱、人参、ト
マトピューレ、ボイルトマト、マッ
シュルーム水煮、いちご

エネルギー
(kcal)
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