
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)

1 水

【世界の料理～トルコ～】
ケバブサンド
トゥルル(野菜の煮込み)
フルーツのヨーグルトかけ　牛乳

ショートニングパン60ｇ,
油,でん粉,オリーブ油,

じゃが芋,砂糖

牛乳,鶏肉,ベーコン,
白いんげん,プレ-ンヨ-グルト

780 33.5 32.8

2 木
麦ご飯　魚のにんにくみそ焼き
生揚げのｷﾑﾁ炒め　かき玉汁
牛乳

学校給食用米,米粒麦,
白ごま,砂糖,

ごま油,油,でん粉

牛乳,さば60g,白みそ(甘),
豚肉,冷凍生揚げ,

豆腐,鶏卵
803 37.3 32.0

3 金
【世界の料理～スペイン～】
パエリア　ソパデアホ（にんにくスープ）

かぼちゃのドーナッツ　牛乳

学校給食用米,バター,
油,じゃが芋,ソフトパン粉,

でん粉,薄力粉,
砂糖,植物油

牛乳,鶏肉,いか,むきえび,
ベーコン,豚肉,

鶏卵,調理用牛乳
788 29.3 25.2

6 月
麻婆豆腐丼　中華サラダ
果物（小玉すいか）　牛乳

学校給食用米,押麦,
油,砂糖,でん粉,
ごま油,白ごま

牛乳,豚ひき肉,
大豆ミート,

豆腐,八丁みそ
773 32.0 22.7

7 火
塩バターラーメン
たこぺったん　牛乳

むし中華麺,
ごま油,バター,

薄力粉,油

牛乳,豚肉,うずら卵水煮,
なると,大豆,たこ,

鶏卵,調理用牛乳,花かつお
798 32.4 33.8

8 水
【かみかみ献立】大豆と昆布のご飯
ししゃもの磯辺揚げ　さつま汁
きゅうりのピリ辛漬け　牛乳

学校給食用米,もち米,
砂糖,油,小麦粉,
でん粉,白ごま,
ごま油,里芋

牛乳,刻み昆布,鶏肉,
油揚げ,大豆,ししゃも,
あおさこ,鶏肉,豆腐,

白みそ(辛),赤みそ(辛)

750 34.1 26.9

9 木
手作りプルコギパン　ワンタンス－プ
果物(バナナ)　牛乳

強力粉,三温糖,バター,
油,じゃが芋,でん粉,

マヨネーズ,ワンタンの皮,
ごま油

牛乳,鶏卵,調理用牛乳,
豚肉,ピザチーズ,

むきえび
788 35.5 32.0

10 金
枝豆ご飯　塩肉じゃが
切り干しと胡瓜のｺﾞﾏ酢和え
あじさいゼリ－ 牛乳

学校給食用米,押麦,
白ごま,油,

じゃが芋,三温糖,砂糖

牛乳,炊き込みわかめ,
豚肉,粉寒天,

寒天缶,調理用牛乳
770 26.6 18.5

13 月
菜飯(サイファン)　魚の包み揚げ
にら玉スープ　果物(美生柑)
牛乳

学校給食用米,押麦,
油,砂糖,ごま油,

春巻きの皮,小麦粉,
植物油,でん粉

牛乳,豚肉,ホキ40g,
スライスチーズ,鶏肉,鶏卵

774 35.1 27.4

14 火
ビーンズドライカレー
ハニーサラダ
ミニトマト2個　牛乳

学校給食用米,米粒麦,
油,小麦粉,バター,
じゃが芋,はちみつ

牛乳,豚ひき肉,
大豆,レンズ豆

866 29.4 28.3

15 水
サラダうどん
大豆とじゃこの揚げ煮
冷凍パイン　牛乳

冷凍うどん,三温糖,
油,白ごま,でん粉,

さつま芋,砂糖

牛乳,豚肉,大豆,
ちりめんじゃこ

770 35.4 27.8

16 木
麦ご飯　骨太ふりかけ
高野豆腐の卵とじ　ツナ大根
牛乳

学校給食用米,米粒麦,
白ごま,砂糖,ごま油

牛乳,刻み昆布,
ちりめんじゃこ,
花かつお,鶏肉,

高野豆腐,鶏卵,ツナ油漬

785 36.1 25.9

17 金
【東京都郷土料理】
深川飯　魚の竜田揚げ　道産子汁
明日葉とキャベツのお浸し　牛乳

学校給食用米,押麦,
油,砂糖,でん粉,
じゃが芋,バター

牛乳,あさりむきみ,
油揚げ,さわら,
花かつお,豚肉,

豆腐,赤みそ(辛),白みそ(辛)

771 37.7 27.1

20 月
ビビンバ　わかめスープ
じゃが芋の変わりﾁﾁﾞﾐ　牛乳

学校給食用米,押麦,
油,砂糖,白ごま,
ごま油,じゃが芋

牛乳,刻み昆布,
豚ひき肉,大豆ミート,
鶏肉,生わかめ,豚肉,

調理用牛乳,ピザチーズ

767 31.3 25.0

21 火
麦ご飯　千草焼き
ひじきの五目煮
さつま芋の豚汁　牛乳

学校給食用米,米粒麦,
油,砂糖,じゃが芋,
三温糖,さつま芋

牛乳,鶏ひき肉,ツナ水煮,
鶏卵,大豆,ひじき,
鶏肉,豚肉,豆腐,

赤みそ(辛),白みそ(辛)

770 33.0 22.6

24 金
セサミトースト
ハンガリアシチュー
フレンチサラダ　牛乳

食パン70g,ソフトマーガリン,
白ごま,グラニュー糖,

じゃが芋,油,
バター,小麦粉,砂糖

牛乳,豚肉,ピザチーズ 788 27.4 34.8

27 月
チキンライス　ひよこ豆のスープ
カリカリ油揚げのサラダ　牛乳
グレープゼリ―

学校給食用米,押麦,
バター,油,砂糖,

ごま油,白ごま,じゃが芋

牛乳,鶏肉,油揚げ,
ベーコン,鶏肉,

ひよこ豆,粉寒天
766 26.5 24.9

28 火
いわしの蒲焼き丼
根菜の利休汁
冷凍みかん　牛乳

学校給食用米,押麦,
でん粉,砂糖,

白ごま,油,練りごま

牛乳,いわし,
豚肉,白みそ(辛)

808 26.9 24.3

29 水

【とれたて村給食】～イタリア料理～
トマトソーススパゲティ
イタリアンサラダ
ベイクドチーズケーキ　牛乳

スパゲッテイ,オリーブ油,
油,砂糖,バター,

生クリーム,薄力粉

牛乳,豚肉,ベーコン,
クリームチーズ,

調理用牛乳,鶏卵,
プレ-ンヨ-グルト

815 30.3 36.0

30 木
ホイコーロー丼
春雨スープ
白ごまプリン　牛乳

学校給食用米,押麦,
ごま油,砂糖,でん粉,

緑豆春雨(乾),油,
生クリーム,練りごま

牛乳,豚肉,赤みそ(辛),
八丁みそ,アガー,

調理用牛乳
780 26.6 24.6

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)

31.8

32.8

786

830

区分

生姜,にんにく,キャベツ,
人参,玉葱,

チンゲン菜,干し椎茸

セロリー,玉葱,人参,にんにく,
生姜,トマト,マッシュルーム水煮,

トマトジュース,ブロッコリー,
トマトピューレ,キャベツ,

粒コーン缶,赤ピーマン,レモン汁

生姜,ごぼう,人参,
大根,こんにゃく,

小松菜,冷凍みかん

※　学校行事や食材料購入等の関係で献立を変更することがありま
す。22日(水)、23日(木)は期末考査のため給食はありません。

令和４年　６月分献立表

栄養価材　　　料　　　名

にんにく,生姜,小松菜,
もやし,人参,たけのこ水煮,

えのきたけ,長葱,
白菜キムチ,にら

生姜,人参,ごぼう,
長葱,さやいんげん,
明日葉,キャベツ,

玉葱,粒コーン缶,小松菜

主に体の調子を
整えるもの

にんにく,レモン(果汁､生),
玉葱,トマトピューレ,
キャベツ,なす,人参,

ボイルトマト,パイン缶,
黄桃缶,みかん缶,ナタデココ

にんにく,唐辛子,長葱,
生姜,人参,もやし,
白菜キムチ,にら,

えのきたけ,小松菜

にんにく,玉葱,人参,
マッシュルーム,赤ピーマン,
ピーマン,パセリ,かぼちゃ

生姜,にんにく,干し椎茸,
長葱,にら,キャベツ,
きゅうり,人参,もやし,

小玉すいか
にんにく,生姜,玉葱,

人参,キャベツ,もやし,
長葱,小松菜,

粒コーン缶,紅しょうが
干し椎茸,人参,
きゅうり,唐辛子,

大根,長葱,こんにゃく,
ごぼう

玉葱,にら,生姜,
にんにく,人参,

もやし,長葱,白菜,バナナ

枝豆,人参,玉葱,
糸こんにゃく,さやいんげん,

切干し大根,きゅうり,
ぶどうｼﾞｭｰｽ

小松菜,生姜,干し椎茸,
たけのこ水煮,長葱,
にら,人参,美生柑

にんにく,生姜,玉葱,
人参,きゅうり,

キャベツ,ミニトマト

生姜,にんにく,キャベツ,
もやし,人参,きゅうり,

小松菜,かぼちゃ,冷凍パイン

人参,玉葱,たけのこ水煮,
しらたき,小松菜,

きゅうり,大根

人参,たけのこ水煮,
玉葱,干し椎茸,小松菜,

糸こんにゃく,さやいんげん,
こんにゃく,大根,長葱

人参,玉葱,キャベツ,
マッシュルーム水煮,

冷凍グリンピース,きゅうり,
小松菜,ぶどうジュース

人参,玉葱,生姜,にんにく,
トマトピューレ,

冷凍グリンピース,キャベツ,
小松菜,きゅうり,粒コーン缶

トマト

6/27～7/1は残菜調査期間となります！
普段よりも、残さず食べることを意識し食品ロスを減らしましょう★


