
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)

2 月
【端午の節句献立】
中華ちまき　吉野汁
フルーツ寒天　牛乳

もち米(無洗米),ごま油,
三温糖,乾麺,
砂糖,はちみつ

牛乳,焼き豚,鶏肉,
かまぼこ,油揚げ,寒天(缶)

730 28.5 16.7

6 金
あぶたま丼　豚汁
青菜の磯和え　牛乳

学校給食用米,米粒麦,
砂糖,でんぷん,
油,じゃが芋

牛乳,鶏肉,鶏卵,
油揚げ,豚ばら,豆腐,
赤みそ(辛),白みそ(辛),

刻みのり

833 33.4 30.0

9 月
ジャンバラヤ　ポテト入りオムレツ
キャベツとベーコンのスープ　牛乳

学校給食用米,押麦,
バター,油,じゃが芋

牛乳,豚ひき肉,
ウィンナー,ベーコン,

鶏ひき肉,鶏卵,ピザチーズ
784 31.5 34.3

10 火
グリンピ－スご飯
新じゃがのそぼろ煮　魚の塩焼き
野菜のごま酢　牛乳

学校給食用米,三温糖,
でんぷん,油,じゃが芋,

砂糖,白ごま

牛乳,鶏ひき肉,
生揚げ,さば30g

772 33.5 23.5

11 水
グラタンパン　ミネストローネ
冷凍パイン　牛乳

丸パン70g,油,小麦粉,
バター,シェルマカロニ,

じゃが芋

牛乳,鶏肉,調理用牛乳,
ピザチーズ,ベーコン,

白いんげん
743 29.8 29.3

12 木
麦ご飯　かつおの揚げ煮(２個)
野菜のゴマドレッシング
具だくさんの味噌汁　牛乳

学校給食用米,米粒麦,
でんぷん,油,砂糖,

白ごま,油,ごま油,里芋

牛乳,かつお30g,
昆布,豆腐,鶏肉,

白みそ(辛),赤みそ(辛)
799 36.0 22.4

13 金
ジャージャー麺
キャラメルポテト　牛乳

むし中華麺,ごま油,さつま芋,
砂糖,油,でんぷん,バター,
アーモンドﾊﾟｳﾀﾞｰ,
アーモンドｽﾗｲｽ

牛乳,赤みそ(辛),
八丁みそ,豚ひき肉,
大豆ミート,大豆

857 28.4 33.5

16 月
キムチチャーハン
トックスープ
パンチビーンズ　牛乳

学校給食用米,押麦,
ごま油,砂糖,白ごま,
油,トック,でんぷん

牛乳,焼き豚,
豚肉,鶏卵,大豆

820 30.4 26.1

17 火
【熊本県郷土料理】
高菜めし　太平燕（タイピーエン）
魚の照り焼き　牛乳

学校給食用米,油,
ごま油,緑豆春雨(乾),
砂糖,でんぷん

牛乳,豚ひき肉,
豚肉,うずら卵水煮,
むきえび,さわら60g

751 35.6 25.7

18 水
ホットピザサンド
春野菜のクリｰムシチュー
果物（河内晩柑）　牛乳

コッぺパン70g,油,
じゃが芋,小麦粉,バター

牛乳,ベーコン,
ピザチーズ,鶏肉,
調理用牛乳

732 28.5 31.4

19 木
ご飯　ツナの揚げ団子
野菜のじゃこごま和え
雷汁　牛乳

学校給食用米,生パン粉,
三温糖,でんぷん,

砂糖,白ごま,油,ごま油

牛乳,ツナ油漬,絞り豆腐,
豚ひき肉,鶏ひき肉,
粉チーズ,おから,
鶏卵,ちりめんじゃこ,
白みそ(辛),赤みそ(辛)

792 30.7 31.2

20 金
タコライス　牛乳
卵とチンゲンサイのスープ
アップルゼリー

学校給食用米,米粒麦,
油,でんぷん,砂糖

牛乳,ベーコン,豚ひき肉,
大豆ミート,大豆,
豆腐,鶏卵,粉寒天

800 32.5 22.6

23 月
【世界の料理～中国～】
四川豆腐丼　牛乳
中華風海藻サラダ　果物（バナナ）

学校給食用米,米粒麦,
油,砂糖,でんぷん,

ごま油,緑豆春雨(乾),白ごま

牛乳,豚肉,
豆腐,海草ミックス

812 32.3 22.2

24 火
麦ご飯　魚の七味焼き
蒟蒻と牛蒡のピリ辛煮
芋団子汁　牛乳

学校給食用米,米粒麦,
三温糖,白ごま,ごま油,
砂糖,じゃが芋,でんぷん

牛乳,あかうお70ｇ,
豚肉,豆腐,

赤みそ(辛),白みそ(辛)
738 34.1 19.1

25 水
冷やしごまだれうどん
きびなごの唐揚げ　牛乳
マーライコウ（中華風蒸しカステラ）

冷凍うどん,白ごま,
練りごま,はちみつ,
砂糖,でんぷん,油,

三温糖,無塩バター,薄力粉

牛乳,豚肉,きびなご,
鶏卵,調理用牛乳

793 32.3 27.0

26 木
【とれたて村給食：アスパラガス】
ハムピラフ　アスパラの肉巻き
ポテトとコーンのスープ　牛乳

学校給食用米,バター,
油,じゃが芋,

でんぷん,小麦粉

牛乳,ボンレスハム,
ベーコン,豚肉,
白いんげん,

鶏卵,豚肩ロース30g

796 30.5 25.1

27 金
【運動会応援メニュー】
ソースカツ丼　けんちん汁
冷凍みかん　牛乳

学校給食用米,米粒麦,
小麦粉,でんぷん,
ソフトパン粉,
三温糖,油,里芋

牛乳,豚モモ肉30g,
豆腐,油揚げ

858 32.1 26.9

31 火
麦入りご飯　キ－マカレ－
フレンチサラダ　牛乳
オレンジゼリー

学校給食用米,押麦,
油,バター,小麦粉,砂糖

牛乳,豚ひき肉,
大豆ミート,

ピザチーズ,粉寒天
848 28.6 28.8

主に体の調子を
整えるもの

干し椎茸,たけのこ水煮,
人参,大根,長葱,もやし,

小松菜,えのきたけ,黄桃缶,
パイン缶,みかん缶,レモン果汁

玉葱,さやいんげん,人参,
ごぼう,大根,こんにゃく,

長葱,小松菜,白菜,粒コーン缶

にんにく,生姜,玉葱,人参,
粒コーン缶,冷凍グリンピース,

マッシュルーム水煮,
キャベツ,パセリ

グリンピース,たけのこ水煮,
人参,こんにゃく,
玉葱,キャベツ,
小松菜,もやし

玉葱,マッシュルーム水煮,
パセリ,にんにく,セロリー,

キャベツ,人参,
ボイルトマト,冷凍パイン40ｇ

生姜,キャベツ,きゅうり,
人参,小松菜,粒コーン缶,

大根,ごぼう,
こんにゃく,長葱

にんにく,長葱,生姜,
人参,玉葱,たけのこ水煮,
干し椎茸,きゅうり,もやし

人参,長葱,白菜キムチ,
にんにく,玉葱,
大根,しめじ,にら

高菜漬,人参,長葱,
にんにく,生姜,玉葱,
もやし,キャベツ,にら

にんにく,玉葱,河内晩柑,
マッシュルーム水煮,
ピーマン,人参,キャベツ,
かぶ,グリーンアスパラ

レモン,玉葱,生姜,
小松菜,人参,キャベツ,
こんにゃく,大根,長葱

玉葱,トマトピューレ,
キャベツ,干し椎茸,チンゲン菜,

人参,りんごジュース

もやし,人参,粒コーン缶,
キャベツ,さやいんげん

キャベツ,ごぼう,人参,
長葱,こんにゃく,大根,

冷凍みかん

玉葱,人参,パセリ,
粒コーン缶,小松菜,

しめじ,グリーンアスパラ

令和４年　５月分献立表

栄養価材　　　料　　　名

にんにく,生姜,長葱,
人参,糸こんにゃく,
ごぼう,さやいんげん,

小松菜,大根

生姜,にんにく,人参,
たけのこ水煮,干し椎茸,
長葱,にら,きゅうり,
もやし,バナナ

月分平均

板橋区学校給食摂取基準

たんぱく質
(g)

日
曜
日 献　　立

エネルギー
(kcal)

31.6

32.8

792

772～888

区分

にんにく,人参,玉葱,
セロリー,ボイルトマト,
りんご,生姜,キャベツ,
小松菜,粒コーン缶,
オレンジジュース

※　学校行事等の関係で献立を変更することがあります。
　　30日(月)は運動会振替休日のため給食はありません。

とれたて村給食とは、板橋区と契約している生産者の方から、

直接届けてもらう食材を使った給食だっちぃ！

生産者さんの顔がわかる食材だっちぃ！


