
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 火

【宮城県郷土料理】
仙台麩の卵とじ丼
おくずがけ
豆腐入り白玉ずんだ　牛乳

学校給食用米,米粒麦,
ごま油,油ふ,砂糖,

でんぷん,里芋,乾麺,
あられ麩,白玉粉

牛乳,鶏肉,たまご,笹かまぼこ,
油揚げ,かまぼこ,絹ごし豆腐

870 33.8 23.0

2 水
カレーうどん　千草和え
おからのバナナマフィン　牛乳

冷凍うどん,ごま油,でんぷん,
砂糖,薄力粉,バター

牛乳,豚肉,油揚げ,おから,
たまご,調理用牛乳

690 27.4 22.3

4 金
きのこごはん
魚のごま醤油かけ　のっぺい汁
アップルゼリー　牛乳

学校給食用米,米粒麦,油,
砂糖,小麦粉,でんぷん,

植物油,白ごま,里芋,竹輪ふ

牛乳,鶏若鶏肉胸(皮付き),
油揚げ,ホキ60g,豚肉,粉寒天

762 30.7 24.1

7 月
豚キムチ丼
玉米湯(ﾕｰﾐｰﾀﾝ、たまごとｺｰﾝのｽｰﾌﾟ)
大豆とじゃこの揚げ煮　牛乳

学校給食用米,米粒麦,油,
砂糖,でんぷん,ごま油,

植物油,さつまいも

牛乳,豚肉,鶏ひき肉,たまご,
大豆,ちりめんじゃこ

878 37.5 25.4

8 火

【いい歯の日献立】
麦ご飯　チキンチキンごぼう
切り干し大根のサラダ
味噌汁　牛乳

学校給食用米,米粒麦,
でんぷん,植物油,砂糖,

白ごま,ごま油,じゃがいも

牛乳,鶏肉,刻み昆布,油揚げ,
豆腐,白みそ(辛),赤みそ(辛)

828 30.4 26.5

9 水
フレンチト－スト　チリコンカン
さいころサラダ
くだもの(みかん)　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,じゃがいも,でんぷん,

砂糖,ごま油

牛乳,調理用牛乳,たまご,
ベーコン,豚肉,ひよこ豆,

大豆,白いんげん
756 30.6 28.3

10 木
ご飯　牛乳
ニギスの二食揚げ（磯辺/カレー）
れんこんのきんぴら　けんちん汁

学校給食用米,植物油,
小麦粉,でんぷん,炒め油,
砂糖,白ごま,じゃがいも,油

牛乳,にぎす,あおのり,
豚肉,豆腐,油揚げ

756 29.5 23.2

11 金
ミックスピラフ
ポテト入りオムレツ
コーンクリームスープ　牛乳

学校給食用米,押麦,
ソフトマーガリン,油,
じゃがいも,バター,
小麦粉,生クリーム

牛乳,ロースハム,鶏ひき肉,
たまご,ピザチーズ,ベーコン,

豚ひき肉,調理用牛乳
868 34.0 36.7

14 月
菜飯　生揚げの吹き寄せ煮
キャベツのおかか和え　牛乳

学校給食用米,米粒麦,油,
白ごま,三温糖,でんぷん

牛乳,ちりめんじゃこ,
鶏肉,冷凍生揚げ,花かつお

789 35.8 27.6

17 木
麦ご飯　ｷｬﾍﾞﾂﾒﾝﾁ
野菜炒め
かき玉汁　牛乳

学校給食用米,米粒麦,油,
生パン粉,小麦粉,

ソフトパン粉,植物油,
炒め油,ごま油,でんぷん

牛乳,豚ひき肉,大豆ミート,
絞り豆腐,ベーコン,

豆腐,たまご
805 30.4 28.7

18 金
おろしスパゲッテイ
キャベツと人参,ブロッコリ-のサラダ
秋の味マフィン　牛乳

スパゲッテイ,油,三温糖,
炒め油,砂糖,さつまいも,

薄力粉,バター

牛乳,ベーコン,ツナ水煮,
刻みのり,調理用牛乳,たまご

809 32.2 25.1

21 月
あぶたま丼　豚汁
ごまﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞｻﾗﾀﾞ　牛乳

学校給食用米,米粒麦,
砂糖,でんぷん,炒め油,
じゃがいも,白ごま,油

牛乳,鶏肉,たまご,油揚げ,
豚肉,豆腐,赤みそ(辛),

白みそ(辛)
813 33.9 28.4

22 火
ｼﾞｬﾝﾊﾞﾗﾔ
白菜とベーコンのスープ
スイ－トポテト　牛乳

学校給食用米,押麦,
ソフトマーガリン,油,

じゃがいも,さつまいも,
砂糖,バター,生クリーム

牛乳,豚ひき肉,ウィンナー,
ベーコン,たまご,調理用牛乳

816 21.4 31.6

24 木

【和食の日献立】
麦ご飯
鯖のもみじおろしがけ　吉野汁
蒟蒻と牛蒡のピリ辛煮　牛乳

学校給食用米,米粒麦,油,
砂糖,白ごま,乾麺

牛乳,さば60g,豚肉,
鶏肉,油揚げ

746 32.9 24.5

25 金
塩糀焼き肉丼　海藻サラダ
開口笑（中華風ドーナツ）　牛乳

学校給食用米,押麦,ごま油,
でんぷん,砂糖,薄力粉,油,

植物油,白ごま

牛乳,豚肉,海草ミックス,
生わかめ,たまご,調理用牛乳

868 28.4 26.6

28 月
味噌ラ－メン
さつまいもゴマ団子
くだもの(みかん)　牛乳

むし中華めん,ごま油,油,
バター,さつまいも,
白玉粉,三温糖,
白ごま,植物油

牛乳,豚ひき肉,赤みそ(辛) 821 26.5 27.3

29 火

【ふれあい農園会給食】
鮭寿司
板橋産大根のそぼろ煮
糸寒天のゴマ酢和え　牛乳

学校給食用米,砂糖,白ごま,
でんぷん,植物油,油

牛乳,さけ,刻みのり,鶏ひき肉,
冷凍生揚げ,糸寒天,油揚げ

755 28.4 21.9

30 水
ホットピザトースト　ポトフ
フレンチフライ
ブドウゼリ－　牛乳

食パン70g,油,じゃがいも,
植物油,砂糖

牛乳,ベーコン,ピザチーズ,
ウィンナー,揚げボール,

白いんげん,粉寒天
773 29.0 32.3

※　学校行事等の関係で献立を変更することがあります。

※　15日（火）16日（水）は期末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
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にんにく,玉葱,
マッシュルーム水煮,

ピーマン,人参,キャベツ,
ぶどう濃縮還元ｼﾞｭｰｽ

令和４年　１１月分献立表

栄養価材　　　料　　　名

大根,人参,糸こんにゃく,
ごぼう,さやいんげん,長葱,

もやし,小松菜

にんにく,生姜,玉葱,人参,
粒コーン缶,グリンピース,白菜

主に体の調子を
整えるもの

玉葱,みつば,大根,人参,
糸こんにゃく,白菜,長葱,

さやいんげん,えのきたけ,
枝豆ペースト,枝豆

人参,玉葱,干し椎茸,小松菜,
長葱,キャベツ,もやし,水菜,

えのきたけ,バナナ

干し椎茸,人参,しめじ,舞茸,
さやいんげん,生姜,万能ねぎ,
大根,こんにゃく,長葱,小松菜,

りんご 濃縮還元ジュース

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,クリームコーン缶,
粒コーン缶,かぼちゃ

ごぼう,人参,切干し大根,
きゅうり,粒コーン缶,

玉葱,小松菜

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,みかん

れんこん,ごぼう,人参,
唐辛子,大根,こんにゃく,長葱

にんにく,人参,玉葱,
マッシュルーム水煮,ピーマン,

赤ピーマン,黄ピーマン,
クリームコーン缶,パセリ

小松菜,生姜,人参,
玉葱,白菜,干し椎茸,

たけのこ水煮,こんにゃく,
冷凍グリンピース,キャベツ

玉葱,キャベツ,人参,
もやし,えのきたけ,長葱

大根,玉葱,レモン(果汁､生),
キャベツ,人参,ブロッコリー,
粒コーン缶,りんご(缶詰)

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,キャベツ,

きゅうり,粒コーン缶

にんにく,生姜,人参,ピーマン,
長葱,もやし,キャベツ,
きゅうり,粒コーン缶

大根,人参,玉葱,小松菜,
だいこん葉,きゅうり,
もやし,粒コーン缶

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,みかん

11/24は

「和食の日」

板橋区産

だいこん

宮城


