
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 金
カレーライス
カラフルサラダ
桃ゼリー　牛乳

学校給食用米,押麦,油,
じゃがいも,はちみつ,
生クリーム,バター,
小麦粉,砂糖

牛乳,豚肉,
ピザチーズ,粉寒天

804 22.5 21.7

5 月
照り焼きﾁｷﾝとごぼうのスパゲティ
野菜サラダ
フルーツゼリー　牛乳

スパゲッテイ,オリーブ油,
油,でんぷん,植物油,三温糖,

砂糖,ごま油,白ごま

牛乳,ベーコン,
鶏肉,粉寒天

758 27.9 30.9

6 火
キムチチャーハン
トックスープ
ごまポテト　牛乳

学校給食用米,押麦,
ごま油,砂糖,白ごま,
油,トック,じゃがいも,

ソフトマーガリン,白すりごま

牛乳,焼き豚,
豚肉,たまご

803 26.1 23.1

7 水
チキンライスのエビクリームソースかけ
じゃこ入りパリパリサラダ
ミニトマト　牛乳

学校給食用米,押麦,
ソフトマーガリン,油,小麦粉,
バター,ワンタンの皮,
ごま油,砂糖,白ごま

牛乳,ベーコン,鶏肉,
むきえび,調理用牛乳,
ちりめんじゃこ,生わかめ

768 29.1 26.3

8 木

【お月見献立】
栗ご飯
魚の七味焼き　里芋の汁物
お月見団子　牛乳

学校給食用米,もち米,
むき栗,黒ごま,三温糖,

白ごま,ごま油,里芋,上新粉,
白玉粉,砂糖,でんぷん

牛乳,ぶり60g,
鶏肉,豆腐

819 33.8 26.6

9 金

【重陽の節句献立】
菊の花寿司
ししゃもとちくわの磯辺揚げ
吉野汁　牛乳

学校給食用米,砂糖,
油,植物油,小麦粉,
でんぷん,乾麺

牛乳,油揚げ,焼き竹輪,
ししゃも,あおのり,

鶏成鶏肉モモ(皮付き)
738 26.8 22.7

12 月
菜飯
春巻き
玉子ス－プ　牛乳

学校給食用米,押麦,油,砂糖,
ごま油,油,緑豆春雨(乾),

でんぷん,薄力粉,春巻きの皮
,植物油

牛乳,豚肉,豚肉,
生わかめ,たまご

775 29.0 26.8

13 火
【高知県郷土料理】
かつお飯　　ぐる煮
カリカリ油揚げのサラダ　牛乳

学校給食用米,米粒麦,
でんぷん,植物油,三温糖,
白ごま,ごま油,里芋,砂糖,油

牛乳,かつお　角切り,
冷凍生揚げ（1個20g）,油揚げ

767 31.2 23.0

14 水

【世界の料理～カナダ～】
メープルトースト
サーモンチャウダー
プーティン　牛乳

食パン70g,ソフトマーガリン,
メープルシロップ,油,小麦粉,

バター,じゃがいも,
植物油,三温糖

牛乳,さけ,ベーコン,
調理用牛乳,粉チーズ

792 29.1 36.5

15 木

【とれたて村給食】
ジャージャー麺
岩見沢産かぼちゃのサイコロ揚げ
くだもの（梨）　牛乳

むし中華めん市販品,ごま油,
砂糖,油,でんぷん,さつまいも,
植物油,グラニュー糖,バター

牛乳,赤みそ(辛),
八丁みそ,豚ひき肉,
大豆ミート,大豆

792 27.7 26.8

16 金
麦ご飯　千種焼き
生揚げのｷﾑﾁ炒め
具だくさんの味噌汁　牛乳

学校給食用米,米粒麦,
油,砂糖,ごま油,
白ごま,里芋

牛乳,鶏ひき肉,ツナ水煮,
たまご,豚肉,

冷凍生揚げ,鶏肉,豆腐,
白みそ(辛),赤みそ(辛)

769 34.6 28.2

20 火
コーンピラフ
魚のガーリックマヨ焼き
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,

マヨネーズ,ソフトパン粉,
じゃがいも,米粉

牛乳,鶏肉,たら60g,
ベーコン,豆乳,白いんげん

770 34.8 27.7

26 月
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,
たまご,ツナ油漬

785 36.1 25.9

27 火
わかめご飯
鯖の味噌煮　粉ふき芋
田舎汁　牛乳

学校給食用米,米粒麦,
白ごま,砂糖,でんぷん,
じゃがいも,油,里芋

牛乳,炊き込みわかめ,
さば60g,赤みそ(辛),

八丁みそ,鶏肉,豆腐,油揚げ
788 33.8 25.4

28 水
セルフビーンズコロッケバーガー
せん切り野菜のスープ
オレンジ寒天　牛乳

丸パン60g,油,じゃがいも,
小麦粉,ソフトパン粉,

植物油,砂糖

牛乳,豚ひき肉,白いんげん,
豆乳,高野豆腐粉末,
ベーコン,粉寒天

768 29.4 29.0

29 木

【青森県郷土料理】
十和田バラ焼き丼
せんべい汁
くだもの(りんご)　牛乳

学校給食用米,米粒麦,油,
はちみつ,砂糖,でんぷん,
汁用かやきせんべい

牛乳,豚ばら(脂身付),
豚肉,鶏肉,油揚げ

814 28.9 25.9

30 金
ホイコーロー丼
卵とチンゲンサイのスープ
パンチビーンズ　牛乳

学校給食用米,押麦,
油,ごま油,砂糖,
でんぷん,植物油

牛乳,豚肉,赤みそ(辛),
八丁みそ,豆腐,たまご,大豆

774 33.8 23.6

※　学校行事等の関係で献立を変更することがあります。

※　21日（水）22日（木）は中間考査のため給食はありません。 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)

30.3

32.8

781

772～888

区分

令和4年　9月分献立表

栄養価材　　　料　　　名

生姜,長葱,ごぼう,人参,
こんにゃく,大根

人参,玉葱,たけのこ水煮,
しらたき,小松菜,
きゅうり,大根

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,きゅうり,
赤ピーマン,粒コーン缶,

ネクター

にんにく,玉葱,ごぼう,生姜,
きゅうり,キャベツ,人参,
みかん缶,パイン缶

人参,長葱,白菜キムチ,
にんにく,玉葱,大根,
しめじ,小松菜

玉葱,人参,にんにく,
マッシュルーム水煮,パセリ,

キャベツ,もやし,
粒コーン缶,ミニトマト

にんにく,生姜,長葱,人参,
大根,こんにゃく,小松菜

人参,ごぼう,干し椎茸,
さやいんげん,菊のり,
こんにゃく,長葱,
もやし,小松菜

小松菜,にんにく,生姜,
たけのこ水煮,玉葱,
干し椎茸,大根,人参

生姜,ごぼう,こんにゃく,
人参,大根,さやいんげん,

きゅうり,キャベツ

にんにく,玉葱,人参,
しめじ,粒コーン缶,
キャベツ,パセリ

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,かぼちゃ,梨

人参,たけのこ水煮,玉葱,
干し椎茸,小松菜,生姜,
もやし,白菜キムチ,にら,
大根,ごぼう,こんにゃく,長葱

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,にんにく,
パセリ,しめじ,ブロッコリー

玉葱,人参,にんにく,キャベツ,
小松菜,粒コーン缶,
オレンジジュース

生姜,にんにく,キャベツ,
人参,玉葱,干し椎茸,
チンゲンサイ

玉葱,人参,白菜,りんご,
にんにく,生姜,ごぼう,
ぶなしめじ,長葱

高知県

長い夏休みが終わり、２学期の始まりだっちぃ♪

しっかり食べ規則正しい生活リズムを作るっちぃ☆


