
ｴﾈﾙｷﾞｰ 蛋白質 脂肪
(Kcal) (g) (g)

2 木

ドライカレー
ごまドレッシングサラダ
くだもの（冷凍みかん）
牛乳

834 28.3 20.2

3 金
サラダうどん
ごまのハニーマフィン
牛乳

767 29.1 25.9

6 月

貧血予防献立
ごはん
ツナ入り卵焼き
すき焼き風肉豆腐、牛乳

875 38.7 27.4

7 火

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
トマトのマカロニのスープ、牛乳

854 35.5 24.9

8 水

世界の料理～ロシア～
ピロシキ
ボルシチ
フルーツヨーグルト、牛乳

852 35.6 25.3

9 木

重陽(ちょうよう)の節句
栗ごはん
肉じゃが
菊花和え、牛乳

750 27.1 16.6

10 金
麻婆豆腐丼
中華風海藻サラダ
くだもの（パイン）、牛乳

790 27.5 21.4

13 月

リクエスト給食
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

14 火

とれたて村給食～かぼちゃ～
黒砂糖パン
かぼちゃのグラタン
レンズ豆のスープ、牛乳

888 33.3 32.1

15 水

郷土料理～奈良県～
奈良菜めし
魚の照り焼き
吉野汁、牛乳

746 34.8 22.1

16 木
あんかけ焼きそば
甘辛大豆
牛乳

819 36.4 28.4

17 金

骨太ごはん
にぎすの唐揚げ
かきたま汁
牛乳

748 29.3 20.2

21 火

十五夜にちなんだ献立
高野豆腐のそぼろ丼
わかめと卵のスープ
お月見団子、牛乳

832 34.2 22.1

22 水
スパゲティクリームソース
茎わかめサラダ
牛乳

842 30.6 35.7

24 金
ツナマヨドック
ポトフ
くだもの（梨）、牛乳

838 30.0 43.3

27 月
さんまごはん
豚汁
くだもの（巨峰）、牛乳

821 29.0 27.3

29 水
セサミトースト
きのこのクリーム煮
牛乳

840 27.4 41.0

30 木
昆布ごはん
さばの味噌煮
沢煮椀、牛乳

828 36.6 27.5

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

米,米粒麦,油,砂糖,でんぷん,
白玉団子

鶏ひき肉,高野豆腐,たまご,生
わかめ,きな粉,牛乳

冷凍豆腐,豚ひき肉,大豆ミー
ト,白みそ,赤みそ,海草ミック
ス,牛乳

米,油,砂糖,ごま油,でんぷん,
緑豆春雨

米,米粒麦,ごま油,油,じゃがい
も,小麦粉,砂糖

材料名

米,米粒麦,油,砂糖,干しうど
ん,あられ麩

むし中華めん,ごま油,油,でん
ぷん,砂糖,白ごま

豚肉,いか,むきえび,うずら卵
水煮,大豆,牛乳

刻み昆布,ちりめんじゃこ,花
かつお,にぎす,豆腐,生わか
め,たまご,牛乳

米,白ごま,砂糖,でんぷん,油
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日
曜
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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,
マッシュルーム水煮,小松菜,
キャベツ,もやし,冷凍みかん

焼き豚,鶏肉,豆腐,たまご,プレ
-ンヨ-グルト,牛乳

黒砂糖パン,マカロニ,油,小麦
粉,バター,じゃがいも

鶏肉,ベーコン,豆乳,調理用牛
乳,ピザチーズ,レンズ豆,牛乳

米,米粒麦,バター,砂糖,油,ホ
イールマカロニ

魚,ピザチーズ,鶏肉,ベーコン,
大豆,牛乳

豚ひき肉,大豆ミート,豚肉,白
いんげん,プレ-ンヨ-グルト,牛
乳

ミルクパン,ごま油,緑豆春雨,
砂糖,でんぷん,小麦粉,ソフト
パン粉,油,じゃがいも,バター,
生クリーム

米,もち米,むき栗,油,じゃがい
も,砂糖,白ごま

油揚げ,豚肉,さつま揚げ,牛乳

米,バター,油,砂糖,練りごま,
白ごま

豚ひき肉,大豆ミート,牛乳

うどん,油,砂糖,小麦粉,練りご
ま,油,はちみつ,黒ごま

鶏肉,たまご,牛乳

鶏ひき肉,ツナ油漬,たまご,豚
肉,冷凍豆腐,牛乳

米,油,砂糖

※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)

キャベツ,もやし,人参,きゅうり,
生姜,にんにく

米,でんぷん油,砂糖,白ごま,
じゃがいも

食パン,白ごま,白すりごま,ソ
フトマーガリン,砂糖,マカロニ,
じゃがいも,油,小麦粉,バター,
生クリーム

鶏肉,ベーコン,大豆,豆乳,調
理用牛乳,ピザチーズ,牛乳

鶏ひき肉,魚,鶏肉,かまぼこ,
油揚げ,牛乳

月平均 823 31.9

板橋区中学校給食摂取基準 830 32.8

長葱,白菜キムチ,生姜,人参,
たけのこ水煮,玉葱,干し椎茸,
小松菜,りんご(缶詰)

にんにく,生姜,長葱,にら,たけ
のこ水煮,きゅうり,もやし,人
参,パインアップル

人参,玉葱,糸こんにゃく,さや
いんげん,キャベツ,小松菜,も
やし,きくの花

生姜,にんにく,玉葱,人参,たけ
のこ水煮,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

にんにく,玉葱,マッシュルーム
水煮,人参,キャベツ,粒コーン
缶,ボイルトマト

人参,玉葱,生姜,さやいんげ
ん,干し椎茸,糸こんにゃく,白
菜,長葱

生姜,小松菜,人参,こんにゃく,
長葱,もやし

かぼちゃ,玉葱,マッシュルー
ム水煮,にんにく,人参,ボイル
トマト,トマトピューレ

玉葱,人参,しめじ,エリンギ,え
のきたけ,マッシュルーム水
煮,小松菜

生姜,人参,長葱,ごぼう,大根,
こんにゃく,巨峰

生姜,干し椎茸,人参,長葱,も
やし,玉葱

にんにく,生姜,長葱,人参,小松
菜

生姜,にんにく,玉葱,人参,たけ
のこ水煮,白菜,もやし,チンゲ
ンサイ

米,砂糖
刻み昆布,鶏肉,油揚げ,さば,
赤みそ,白みそ,豚肉,牛乳

人参,枝豆,生姜,長葱,大根,ごぼ
う,たけのこ水煮,干し椎茸,小松
菜

スパゲッテイ,油,小麦粉,バ
ター,生クリーム,白ごま,砂糖,
ごま油

鶏肉,ベーコン,むきえび,豆乳,
調理用牛乳,くきわかめ,牛乳

人参,玉葱,ぶなしめじ,小松菜,
キャベツ,粒コーン缶,もやし

ミルクパン,マヨネーズ,油,じゃ
がいも

ツナ油漬,豚肉,ベーコン,ウィ
ンナー,牛乳

ブロッコリー,マッシュルーム
水煮,玉葱,セロリー,にんにく,
人参,こんにゃく,キャベツ,さや
いんげん,梨

さんま,豚肉,豆腐,白みそ,赤
みそ,牛乳


