
ｴﾈﾙｷﾞｰ 蛋白質 脂肪
(Kcal) (g) (g)

1 火
菜めし
にぎすの玉ねぎソース
田舎汁、牛乳

866 33.6 26.4

2 水
きんぴらバーガー
きのこのクリーム煮
牛乳

866 33.6 26.4

3 木
鶏ごぼうごはん
魚のバーベキューソース焼き
豆乳仕立ての野菜汁、牛乳

775 26.9 21.0

4 金
えびクリームライス
するめ入りサラダ
くだもの、牛乳

773 32.6 22.4

8 火
セサミビスキュイパン
キャベツのクリームスープ
くだもの、牛乳

787 29.1 27.7

9 水
回鍋肉丼
わかめともやしの卵スープ
牛乳

775 26.9 21.0

10 木
おろしスパゲティー
ひよこ豆のサラダ
明日葉チーズケーキ、牛乳

773 32.6 22.4

11 金
いわしのかば焼き丼
甘酢和え
えのきの味噌汁、牛乳

787 29.1 27.7

14 月
味噌ラーメン
大豆入り青のりポテト
牛乳

761 38.8 19.4

15 火

とれたて村給食
ツナピラフ
トマトと卵のスープ
アセロラゼリー、牛乳

788 26.1 39.0

16 水
塩昆布ごはん
春巻き
トックスープ、牛乳

839 30.4 23.5

17 木
きな粉トースト
チリコンカン
コールスローサラダ、牛乳

904 28.7 28.1

18 金

熊本県の郷土料理
高菜めし
タイピーエン
ツナポテ焼き、牛乳

837 27.0 26.1

21 月
鶏肉の塩麴漬丼
じゃがいもの味噌汁
くだもの、牛乳

919 35.8 29.8

22 火
ジャージャー麵
野菜のアーモンド和え
牛乳

848 27.7 37.0

23 水
梅ちりごはん
魚の竜田揚げ
どさんこ汁、牛乳

859 35.3 28.1

24 木

世界の料理～スペイン～
バレンシア風パエリア
スパニッシュオムレツ
トマトスープ、牛乳

820 32.7 34.4

25 金
ポテトミートサンド
ミルクスープ
イタリアンサラダ、牛乳

808 35.2 22.1

28 月

桜えび入り混ぜ込みごはん
魚のおかりば焼き
切り干し大根の華風漬け
いも団子汁、牛乳

879 33.9 34.1

月平均 814 30.6
板橋区中学校給食摂取基準 830 32.8

たん白質(g)

主に体の調子を
整えるもの

カリカリ梅干し,生姜,人参,玉葱,
長葱,粒コーン缶

ミルクパン,じゃがいも,バター,油,
でんぷん,オリーブ油,砂糖

米,白ごま,油,砂糖,ごま,ごま油,
じゃがいも,でんぷん

人参,玉葱,キャベツ,きゅうり,粒
コーン缶,赤パプリカ,黄パプリカ,
レモン果汁

米,ごま油,砂糖,白ごま,油,緑豆
春雨,じゃがいも,バター,マヨネー
ズ

豚肉,いか,むきえび,かまぼこ,ツ
ナ油漬,ピザチーズ,牛乳

ツナ油漬,ひよこ豆,クリームチー
ズ,たまご,牛乳

つくるもの

米,春巻きの皮,ごま油,普通春
雨,でんぷん,小麦粉,揚げ油,油,
もち

塩昆布,豚肉,白みそ,鶏肉,うずら
卵水煮,牛乳

豚ひき肉,大豆ミート,にぎす,鶏
肉,豆腐,牛乳

ミルクパン,油,ごま油,砂糖,マカ
ロニ,じゃがいも,小麦粉,バター,
生クリーム

米,バター,油,じゃがいも,生ク
リーム,ホイールマカロニ

米,油,砂糖,でんぷん,ごま油,白
ごま

豚肉,赤みそ,生わかめ,たまご,
豆腐,牛乳

米,砂糖,油,ごま油,でんぷん,小
麦粉,揚げ油,白玉団子

スパゲッテイ,油,三温糖,バター,
油,砂糖,ごま油,小麦粉,生クリー
ム

米,でんぷん,揚げ油,砂糖,ごま
油,白ごま,練りごま

きな粉,金時豆,豚ひき肉,大豆
ミート,ベーコン,牛乳

食パン,ソフトマーガリン,砂糖,ペ
ンネマカロニ,小麦粉,油

豚ひき肉,うずら卵水煮,赤みそ,
大豆,あおのり,牛乳

主にエネルギーと
なるもの

主に体の組織を

生姜,小松菜,玉葱,ごぼう,大根,
こんにゃく,人参,長葱

いわし,豆腐,油揚げ,生わかめ,
赤みそ,昆布,牛乳

むし中華めん,ごま油,油,砂糖,
じゃがいも,でんぷん,揚げ油

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,豆乳,
調理用牛乳,さきいか,牛乳

たまご,鶏肉,調理用牛乳,豆乳,
牛乳

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

米,油,バター,じゃがいも,でんぷ
ん,砂糖

大根,玉葱,ぶなしめじ,レモン果
汁,キャベツ,もやし,人参,粒コー
ン缶,あしたば粉末

高菜漬,にんにく,生姜,キャベツ,
人参,玉葱,もやし,きくらげ,にら
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ベーコン,ピザチーズ,鶏肉,豆乳,
調理用牛乳,牛乳

鶏肉,油揚げ,魚,白みそ,赤みそ,
豆乳,牛乳

米,もち米,油,砂糖,じゃがいも

ごぼう,人参,レモン果汁,玉葱,し
めじ,エリンギ,えのきたけ,マッ
シュルーム,ブロッコリー

ちりめんじゃこ,さば,豚肉,豆腐,
白みそ,牛乳

米,白ごま,でんぷん,揚げ油,油,
じゃがいも,バター

ツナ油漬,鶏肉,たまご,粉寒天,ゼ
ラチン,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

にんにく,生姜,たけのこ水煮,玉
葱,にら,ぶなしめじ,人参,大根

さくらえび,ひじき,花かつお,鮭　,
赤みそ,生わかめ,鶏肉,牛乳

にんにく,生姜,たけのこ水煮,人
参,キャベツ,玉葱,長葱,ピーマン,
もやし

にんにく,玉葱,人参,キャベツ,さく
らんぼ

人参,玉葱,マッシュルーム水煮,
小松菜,キャベツ,もやし,大根,粒
コーン缶,パイン

鶏肉,たまご,ベーコン,ウィン
ナー,ひよこ豆,牛乳

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

豚ひき肉,大豆ミート,鶏肉,ベー
コン,大豆,豆乳,調理用牛乳,ピ
ザチーズ,牛乳

切干し大根,人参,小松菜,もやし,
生姜,大根,干し椎茸,長葱

むし中華めん,ごま油,油,練りご
ま,砂糖,アーモンドﾊﾟｳﾀﾞｰ

豚ひき肉,大豆ミート,赤みそ,牛
乳

もやし,きゅうり,にんにく,生姜,人
参,玉葱,長葱,干し椎茸,たけのこ
水煮,にら,キャベツ,小松菜,大根

人参,ごぼう,さやいんげん,りん
ご,大根,玉葱,キャベツ,こんにゃ
く

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,アセ
ロラジュース

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

生姜,キャベツ,人参,大根,えのき
たけ,小松菜,長葱

米,米粒麦,油,砂糖,じゃがいも
鶏肉,生わかめ,豆腐,白みそ,赤
みそ,牛乳

長葱,生姜,玉葱,人参,大根,こん
にゃく,小松菜,すいか

※食材料の都合により、献立を変更する場合があります。


