
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 木
麦ご飯　魚の南部焼き
じゃが芋のきんぴら
さつま豚汁　牛乳

学校給食用米,押麦,砂糖,
黒ごま,白ごま,じゃがも,
植物油,油,さつまいも

牛乳,さば60g,豚肉,豆腐,
赤みそ(辛),白みそ(辛)

823 33.0 28.2

2 金
チリビーンズライス　ミックスソテー
くだもの(りんご)　牛乳

学校給食用米,押麦,
油,じゃがいも,バター

牛乳,ベーコン,豚ひき肉,
大豆ミート,大豆,ロースハム

799 29.7 21.5

5 月
プルコギ丼　春雨スープ
２色ゼリー　牛乳

学校給食用米,押麦,油,
三温糖,ごま油,

白ごま,緑豆春雨(乾),砂糖

牛乳,豚肉,粉寒天,
調理用牛乳

763 28.7 19.6

6 火
カレーピラフ　公魚の青のりﾌﾘｯﾀｰ
米粉シチュー　　牛乳
くだもの（紅マドンナ）

学校給食用米,バター,
炒め油,植物油,小麦粉,

でんぷん,油,じゃがいも,米粉

牛乳,鶏肉,ベーコン,
わかさぎ,あおのり,鶏肉,

調理用牛乳,
豆乳,白いんげん

773 27.3 24.6

7 水
麦ご飯　のりの佃煮
鶏肉とじゃが芋のうま煮
じゃこかかサラダ　牛乳

学校給食用米,米粒麦,
砂糖,油,じゃがいも,白ごま

牛乳,のり,鶏肉,
ちりめんじゃこ

770 30.3 18.5

8 木
【板橋ふれあい農園会給食】
焼き鳥丼　五目汁
ｷｬﾛｯﾄｻﾗﾀﾞ　牛乳

学校給食用米,米粒麦,
じゃがいも,植物油,砂糖,油

牛乳,鶏成鶏肉モモ,
うずら卵水煮,

豆腐
838 31.1 30.4

9 金
【埼玉県郷土料理】
塩バターラーメン　ゼリーフライ
フルーツゼリー　牛乳

むし中華めん市販品,
ごま油,炒め油,バター,

じゃがいも,小麦粉,
植物油,砂糖

牛乳,豚肉,うずら卵水煮,
なると,おから,
たまご,粉寒天

796 28.2 28.8

12 月
ご飯　すき焼き風肉豆腐
野菜のからし和え
桃ゼリー　牛乳

学校給食用米,炒め油,
砂糖,ごま油

牛乳,豚肉,なると,
うずら卵水煮,焼き豆腐,

粉寒天
799 32.8 21.5

13 火
ビスキュイパン
ポ－クビ－ンズ
野菜サラダ　牛乳

丸パン70g,バター,砂糖,
アーモンドﾊﾟｳﾀﾞｰ,小麦粉,
油,じゃがいも,赤ざらめ,

ごま油,白ごま

牛乳,たまご,豚肉,
大豆,ピザチーズ

811 34.1 33.0

14 水

【熊本県郷土料理】
高菜めし　太平燕(ﾀｲﾋﾟｰｴﾝ)
魚の照り焼き
くだもの(みかん)　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,ぶり50g
798 35.1 29.5

15 木
サーモンと小松菜のクリームパスタ
キャベツとコーンのサラダ
抹茶蒸しパン　牛乳

スパゲッテイ,オリーブ油,
炒め油,小麦粉,油,バター,
生クリーム,砂糖,ごま油,
三温糖,甘納豆(あずき)

牛乳,さけ,調理用牛乳,
粉チーズ,たまご

826 33.6 27.1

16 金
そぼろご飯
おでん　煮玉子
野菜のごま酢　牛乳

学校給食用米,押麦,油,
三温糖,竹輪ふ,じゃがいも,

砂糖,白ごま

牛乳,豚ひき肉,冷凍生揚げ,
さつま揚げ,焼き竹輪,
揚げボール,たまご

829 39.2 24.6

19 月
麦ご飯　魚のにんにくみそ焼き
生揚げのｷﾑﾁ炒め
すまし汁　牛乳

学校給食用米,米粒麦,
白ごま,砂糖,ごま油,油

牛乳,さば60g,白みそ(甘),
豚肉,冷凍生揚げ,油揚げ,

生わかめ,豆腐
786 35.6 31.2

20 火
ショートニングパン
タンドリーチキン　フレンチサラダ
ミネストローネ　星空ゼリー　牛乳

ショートニングパン70ｇ,
油,砂糖,シェルマカロニ,

じゃがいも

牛乳,鶏もも肉60g,
プレ-ンヨ-グルト,
ベーコン,粉寒天

788 32.1 33.0

21 水
高菜とじゃこのﾁｬｰﾊﾝ
ワンタンス－プ  焼肉サラダ
くだもの(みかん) 　牛乳

学校給食用米,米粒麦,
白ごま,油,ごま油,
ワンタンの皮,砂糖

牛乳,ちりめんじゃこ,
豚ひき肉,豚肉,
むきえび,豚肉

787 32.7 25.0

22 木
＜冬至献立＞
わかめご飯　かぼちゃのコロッケ
ゆずドレサラダ　根菜汁　牛乳

学校給食用米,押麦,白ごま,
じゃがいも,炒め油,小麦粉,

ソフトパン粉,植物油,油,
砂糖,でんぷん

牛乳,炊き込みわかめ,
豚ひき肉,生わかめ,

鶏成鶏肉モモ(皮付き)
802 24.2 26.3

※　学校行事等の関係で献立を変更することがあります。

主に体の調子を
整えるもの

人参,ごぼう,さやいんげん,
こんにゃく,えのきたけ,

大根,長葱

玉葱,トマトピューレ,人参,
さやいんげん,粒コーン缶,
冷凍グリンピース,りんご

玉葱,もやし,にら,人参,
生姜,にんにく,

チンゲンサイ,干し椎茸,
ぶどう(濃縮還元ｼﾞｭｰｽ）

人参,玉葱,
マッシュルーム水煮,

しめじ,ブロッコリー,みかん

人参,玉葱,大根,
糸こんにゃく,にんにく

冷凍グリンピース,
キャベツ,きゅうり,生姜

生姜,長葱,糸こんにゃく,
干し椎茸,人参,大根,

えのきたけ,水菜,
さやいんげん,粒コーン缶,

キャベツ,玉葱,にんにく

にんにく,生姜,玉葱,人参,
キャベツ,もやし,長葱,小松菜,

みかん缶,黄桃缶

玉葱,人参,干し椎茸,
糸こんにゃく,白菜,長葱,
もやし,キャベツ,小松菜,

生姜,ネクター

にんにく,玉葱,人参,エリンギ,
トマトピューレ,ボイルトマト,

きゅうり,キャベツ

高菜漬,人参,長葱,にんにく,
生姜,玉葱,もやし,キャベツ,

にら,みかん

玉葱,小松菜,人参,
キャベツ,粒コーン缶

生姜,粒コーン缶,小松菜,
こんにゃく,大根,人参,

キャベツ,もやし

高菜漬,長葱,粒コーン缶,
生姜,人参,もやし,白菜,
にら,にんにく,キャベツ,

きゅうり,レモン(果汁､生),
玉葱,みかん

かぼちゃ,玉葱,キャベツ,
人参,きゅうり,大根,ゆず,

ごぼう,小松菜

令和4年　12月分献立表

栄養価材　　　料　　　名

にんにく,生姜,トマトピューレ,
キャベツ,人参,ブロッコリー,
粒コーン缶,玉葱,セロリー,

ボイルトマト,ぶどうジュース,
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,玉葱,大根,えのきたけ

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)

31.7

32.8

799

772～888

区分

冬休み明けの給食は1１日（水）から始まります。白衣・帽子

を忘れず持ってきてください。お正月など楽しい行事が続きます

が、食べ過ぎに注意し、三学期も元気に登校してくださいね.。

板橋産

にんじん


