
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)

3 月
さつまいもご飯　秋のつくね汁
鶏肉の竜田揚げねぎソース
くだもの(りんご)　牛乳

学校給食用米,もち米,
さつまいも,黒ごま,
でんぷん,油,砂糖,
里芋,ごま油

牛乳,鶏肉,鶏ひき肉,
赤みそ(辛),白みそ(辛)

859 32.3 28.9

4 火
チキンライス　南瓜のチーズ焼き
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,砂糖,じゃがいも

牛乳,鶏肉,ロースハム,
豆乳,ピザチーズ,ベーコン,

豚肉
772 28.4 25.9

5 水
麦ご飯　魚のごま味噌焼
野菜と春雨の炒め物　雷汁　牛乳

学校給食用米,米粒麦,
砂糖,白ごま,緑豆春雨(乾),

油,ごま油

牛乳,さば白みそ(辛),
豚肉,絞り豆腐,赤みそ(辛)

782 33.8 27.7

6 木
【とれたて村給食】
タッカルビ丼　わかめスープ
ミルクゼリ－ピ－チソ－ス　牛乳

学校給食用米,米粒麦,砂糖,
油,トッポギ,でんぷん,
白ごま,ごま油

牛乳,鶏肉,豚肉,豆腐,
生わかめ,粉寒天,
調理用牛乳

861 30.5 23.2

7 金
【目の愛護デー給食】
ハムピラフ　にんじんﾎﾟﾀｰｼﾞｭ　牛乳
ごまﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞｻﾗﾀﾞ　ベイクドプリン

学校給食用米,バター,油,
じゃがいも,小麦粉,
生クリーム,練りごま,

白ごま,砂糖,グラニュー糖

牛乳,ボンレスハム,ベーコン,
豆乳,調理用牛乳,たまご 864 27.1 32.4

11 火
中華丼　大根のピリ辛漬け
ししゃもフライ　牛乳

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

牛乳,鶏肉,板なしかまぼこ,
うずら卵水煮,ししゃも

836 34.5 26.2

12 水
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,油,
じゃがいも,油,バター,

小麦粉,砂糖

牛乳,豚肉,ピザチーズ 772 27.3 34.7

13 木
醤油ラーメン　じゃがもち
フル－ツのヨ－グルかけ　牛乳

むし中華めん,ごま油,油,
じゃがいも,でんぷん,

牛乳,豚肉,なると,
ピザチーズ,寒天(缶),
プレ-ンヨ-グルト

729 26.5 24.0

14 金
ひじきごはん　魚のレモンソースがけ
かぼちゃのだんご汁
キャベツのごま醤油　牛乳

学校給食用米,米粒麦,油,
砂糖,でんぷん,はちみつ,
小麦粉,ごま油,白ごま

牛乳,鶏肉,ひじき,油揚げ,
まだい,赤みそ(辛),白みそ(辛) 839 32.2 25.6

17 月
【世界の料理～インドネシア～】
ナシゴレン　ソトアヤム(鶏肉と春雨のスープ)

ウビゴレン(揚げさつまいも）　牛乳

学校給食用米,米粒麦,油,
ごま油,緑豆春雨(乾),

さつまいも,水あめ,はちみつ

牛乳,むきえび,豚ひき肉,
大豆ミート,鶏肉 765 26.7 19.3

18 火
【大分県郷土料理】
五目うどん　とり天
もやしの和え物　牛乳

冷凍うどん,小麦粉,
油,三温糖,油

牛乳,豚肉,油揚げ,
鶏肉,たまご

715 37.3 25.2

19 水
わかめご飯　肉じゃが　牛乳
カリカリ油揚げのサラダ
グレープゼリー

学校給食用米,米粒麦,
白ごま,油,じゃがいも,
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,粉寒天 847 30.3 21.4

20 木
カレービーンズ丼　牛乳
ジャーマンポテト　くだもの（なし）

学校給食用米,米粒麦,
油,砂糖,でんぷん,じゃがいも

牛乳,豚肉,大豆,レンズ豆,
大豆ミート,ベーコン

823 33.9 20.8

21 金
広東風おこわ　魚の包み揚げ
チンゲン菜のスープ　牛乳

学校給食用米,押麦,もち米,
炒め油,砂糖,ごま油,

春巻きの皮,小麦粉,植物油,
でんぷん

牛乳,豚肉,まだい,
スライスチーズ,鶏肉,豆腐

788 37.2 29.1

24 月
昆布ご飯　豆腐のふかふか揚げ
キャベツのおかか和え
道産子汁　牛乳

学校給食用米,米粒麦,
砂糖,里芋,でんぷん,油,
三温糖,じゃがいも,バター

牛乳,刻み昆布,鶏肉,油揚げ,
絞り豆腐,冷凍すりみたら,
豚肉,豆腐,赤みそ(辛),

白みそ(辛)

786 32.0 30.0

25 火
麦ごはん　麻婆豆腐　牛乳
中華サラダ　くだもの(みかん)

学校給食用米,押麦,油,
砂糖,でんぷん,ごま油

牛乳,豚ひき肉,
豆腐,赤みそ(甘) 819 33.4 24.0

26 水
麦ご飯　ポテト入り玉子焼き
切り干し大根の煮付け
生揚げとかぶの味噌汁　牛乳

学校給食用米,米粒麦,
油,じゃがいも,三温糖

牛乳,豚ひき肉,たまご,
ピザチーズ,油揚げ,生揚げ,
赤みそ(辛),白みそ(辛),

生わかめ

820 33.2 27.9

27 木

【とれたて村給食】
コッペパン　牛乳
ハンバーグきのこソース
ﾌﾞﾛｯｺﾘｰのごまﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ　ﾏｶﾛﾆｽｰﾌﾟ

ショートニングパン60ｇ,
ソフトパン粉,油,

小麦粉,白ごま,砂糖,
シェルマカロニ,じゃがいも

牛乳,豚ひき肉,たまご,
調理用牛乳,粉チーズ,

ベーコン,豚肉
824 35.4 38.1

28 金
【ハロウィン給食】
ｽﾊﾟｹﾞﾃｨﾐｰﾄｿｰｽ　ﾚｲﾝﾎﾞｰｻﾗﾀﾞ
パンプキンパイ　牛乳

スパゲッテイ,オリーブ油,
油,砂糖,生クリーム,バター,

パイ皮

牛乳,ベーコン,大豆,
豚ひき肉,豆乳

817 28.2 31.5

※　学校行事等の関係で献立を変更することがあります。

※　31日は振替休業日です。 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)

31.6806

区分

にんにく,玉葱,人参,かぼちゃ
ボイルトマト,トマトピューレ,

キャベツ,レッドキャベツ,粒コーン
缶,赤ピーマン,れんこん,きゅうり,

玉葱,にんにく,生姜,しめじ,
トマトピューレ,ブロッコリー,

粒コーン缶,人参,
キャベツ,パセリ

32.8772～888

令和４年　１０月分献立表

栄養価材　　　料　　　名

生姜,人参,たけのこ水煮,
干し椎茸,小松菜,玉葱,
しめじ,チンゲンサイ

にんにく,生姜,玉葱,人参,
冷凍グリンピース,梨

主に体の調子を
整えるもの

長葱,生姜,人参,ごぼう,大根,
白菜,小松菜,りんご

人参,玉葱,マッシュルーム,
冷凍グリンピース,かぼちゃ,
キャベツ,しめじ,パセリ

もやし,人参,キャベツ,ごぼう,
こんにゃく,大根,小松菜,長葱

生姜,にんにく,白菜キムチ,
人参,キャベツ,にら,玉葱,
小松菜,長葱,黄桃缶,レモン

玉葱,人参,パセリ,
クリームコーン缶,キャベツ,

きゅうり,粒コーン缶

生姜,人参,干し椎茸,白菜,
玉葱,もやし,小松菜,大根

人参,玉葱,生姜,にんにく,
トマトピューレ,キャベツ,
冷凍グリンピース,小松菜,
きゅうり,粒コーン缶

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

人参,レモン,大根,干し椎茸,
かぼちゃ,長葱,キャベツ

にんにく,生姜,玉葱,ピーマン,
赤ピーマン,人参,

チンゲンサイ,にら,レモン

人参,玉葱,白菜,小松菜,
干し椎茸,長葱,生姜,
にんにく,もやし,
粒コーン缶

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,ぶどうジュース

生姜,人参,さやいんげん,長葱,
キャベツ,玉葱,粒コーン缶,

小松菜,大根

玉葱,小松菜,切干し大根,
人参,かぶ,長葱

にんにく,生姜,人参,
たけのこ水煮,干し椎茸,
長葱,にら,キャベツ,きゅうり,

もやし,みかん

長野県

駒ヶ根市産

秋田県

北秋田市産

にんにく


