
板橋区立加賀中学校

主にエネルギー
となるもの

主に体の組織を
つくるもの

エネルギー
(kcal)

たんぱく質
(g)

脂質
(g)

8 金
カレーライス　海藻サラダ
フルーツゼリー　牛乳

学校給食用米,押麦,
油,じゃが芋,はちみつ,
生クリーム,バター,

小麦粉,ごま油,砂糖,白ごま

牛乳,豚肉,ピザチーズ,
海草ミックス,

生わかめ,粉寒天
809 21.9 21.1

11 月
わかめご飯　肉じゃが
カリカリ油揚げのサラダ
果物（りんご）　牛乳

学校給食用米,米粒麦,
白ごま,油,じゃが芋,
三温糖,砂糖,ごま油

牛乳,炊き込みわかめ,
豚肉,うずら卵水煮,油揚げ

819 30.1 21.4

12 火
桜ご飯　魚の南部焼き
じゃが芋のきんぴら
若竹汁　牛乳

学校給食用米,
もち米,黒ごま,白ごま,
じゃが芋,油,砂糖

牛乳,油揚げ,鮭　60g,
鶏肉,生わかめ,豆腐

729 37.1 25.1

13 水
味噌ラ－メン
さつま芋ゴマ団子
グレープゼリー　牛乳

むし中華麺,ごま油,
油,バター,さつま芋,
白玉粉,三温糖,

白ごま,黒ごま,砂糖

牛乳,豚肉,
赤みそ(辛),粉寒天

816 24.7 28.8

14 木
豚キムチ丼　中華スープ
アンニン豆腐　牛乳

学校給食用米,米粒麦,
油,砂糖,でんぷん,
ごま油,生クリーム

牛乳,豚肉,鶏肉,
豆腐,生わかめ,

粉寒天,調理用牛乳
804 32.5 24.6

15 金
麦ご飯　のりの佃煮
擬製豆腐　お浸し
春の根菜汁　牛乳

学校給食用米,米粒麦,
砂糖,油,三温糖,
じゃが芋

牛乳,のり,鶏肉,
豆腐,鶏卵,

花かつお,油揚げ,
赤みそ(辛),白みそ(辛)

737 31.4 21.6

18 月
コーンピラフ　魚のスパイス焼き
ミニトマト　米粉シチュー
牛乳

学校給食用米,押麦,
ソフトマーガリン,油,
小麦粉,ソフトパン粉,
じゃが芋,米粉

牛乳,鶏肉,シルバー70g,
ベーコン,豆乳,白いんげん

796 38.7 26.8

19 火
たけのこご飯　いかのかりん揚げ
野菜炒め　かき玉汁
牛乳

学校給食用米,もち米,
三温糖,白ごま,

でんぷん,小麦粉,油,ごま油

牛乳,油揚げ,いか,
ベーコン,豆腐,鶏卵

746 35.9 27.5

20 水
ビスキュイパン　野菜サラダ
鶏と大豆のトマト煮　牛乳

丸パン60g,あんずジャム,
バター,ソフトマーガリン,
砂糖,アーモンドﾊﾟｳﾀﾞｰ,
薄力粉,油,ごま油,
白ごま,じゃが芋

牛乳,鶏卵,
ベーコン,鶏肉,大豆

795 30.2 34.3

21 木
昆布ご飯　ししゃもフライ
白玉汁　牛乳

学校給食用米,米粒麦,
油,砂糖,小麦粉,でんぷん,
ソフトパン粉,白玉粉

牛乳,刻み昆布,
鶏肉,油揚げ,

ししゃも(生干し),鶏肉
808 32.1 25.9

22 金

チキンライスの
　　　　　エビクリームソースかけ
ごまﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞｻﾗﾀﾞ
果物(バナナ)　牛乳

学校給食用米,
ソフトマーガリン,小麦粉,

バター,練りごま,
白ごま,砂糖,油

牛乳,ベーコン,鶏肉,
むきえび,調理用牛乳

768 25.6 25.3

25 月
きつねうどん　牛乳
キャロットカップケーキ
大根キュウリのピリ辛漬け

冷凍うどん,三温糖,
小麦粉,バター,

白ごま,ごま油,砂糖

牛乳,かつお節(厚節),
油揚げ,豚肉,調理用牛乳,

772 31.5 23.2

26 火
山菜おこわ　ちくわのごま揚げ
切り干し大根の煮付け
田舎汁　牛乳

学校給食用米,もち米,
油,砂糖,黒ごま,白ごま,
小麦粉,でんぷん,
三温糖,里芋

牛乳,鶏肉,
焼き竹輪,
油揚げ

736 29.0 25.5

27 水
麦ご飯　家常豆腐
ナムル　果物(オレンジ)　牛乳

学校給食用米,米粒麦,
ごま油,油,三温糖,

でんぷん,砂糖,白ごま

牛乳,赤みそ(辛),
豚肉,生揚げ

791 31.8 27.7

28 木
フレンチト－スト
チリコンカン　さいころサラダ
桃ゼリー　牛乳

食パン70g,ソフトマーガリン,
はちみつ,グラニュー糖,

油,でんぷん,
じゃが芋,砂糖,ごま油

牛乳,調理用鶏卵,
ベーコン,豚肉,
ひよこ豆,大豆,

白いんげん,粉寒天

775 30.6 28.8

※　学校行事や食材購入の都合等により献立を変更する場合があります。
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栄養価材　　　料　　　名

にんにく,生姜,人参,
たけのこ水煮,干し椎茸,
キャベツ,長葱,ピーマン,
赤ピーマン,もやし,
小松菜,オレンジ

干し椎茸,たけのこ水煮,
ぜんまい,わらび,ふき,
切干し大根,人参,
さやいんげん,大根,
こんにゃく,長葱,小松菜

主に体の調子を
整えるもの

にんにく,生姜,玉葱,
人参,キャベツ,もやし,
粒コーン缶,みかん缶,
パイン缶,黄桃缶

人参,玉葱,糸こんにゃく,
冷凍グリンピース,

きゅうり,キャベツ,りんご

枝豆,人参,ごぼう,
さやいんげん,たけのこ水煮

にんにく,生姜,人参,
玉葱,もやし,にら,

粒コーン缶,小松菜,長葱,
ぶどうジュース,ナタデココ

にんにく,生姜,人参,
玉葱,干し椎茸,たけのこ水煮,

白菜キムチ,もやし,
長葱,にら,えのきたけ,
みかん缶,パイン缶

人参,玉葱,万能ねぎ,
小松菜,キャベツ,

こんにゃく,かぶ,ごぼう,うど

人参,玉葱,粒コーン缶,
マッシュルーム水煮,

冷凍グリンピース,赤ピーマン,
ピーマン,ミニトマト,
しめじ,ブロッコリー

たけのこ水煮,さやいんげん,
生姜,人参,キャベツ,
もやし,えのきたけ,水菜

きゅうり,キャベツ,人参,
にんにく,玉葱,エリンギ,

トマトピューレ,
ボイルトマト,パセリ

生姜,人参,さやいんげん,
干し椎茸,大根,
長葱,水菜

玉葱,人参,にんにく,
マッシュルーム水煮,
パセリ,キャベツ,

きゅうり,粒コーン缶,バナナ

人参,小松菜,長葱,
白菜,干し椎茸,

オレンジジュース,大根,
きゅうり,唐辛子

にんにく,人参,玉葱,
ボイルトマト,トマトピューレ,
マッシュルーム水煮,大根,
きゅうり,粒コーン缶,ネクター

🌼プロフィール🌼

板橋区の鳥 ハクセキレイ

性格：みんなに優しい

誕生日：2月1日

好きな給食：カレー 好きなこと：料理

✿いつもエプロンをつけている

✿話すとき、言葉の終わりに「ちぃ」とつく

おたよりや掲示物を

通して、食の大切さを

伝えていくっちぃ！

よろしくっちぃ★


