
板橋区立中学校

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

夏野菜のカレーライス
ビーンズサラダ（枝豆）
牛乳

学校給食用無洗米,米粒麦,ひ
まわり油,バター,小麦粉,炒め
油,じゃがいも,砂糖,オリーブ
油

鶏肉,ピザチーズ,ひよこ豆(ゆ
で）,牛乳

867 27.1 31.8

5 月

あぶたま丼
小松菜とささみの辛子じょうゆ和え
くだもの
牛乳

学校給食用無洗米,米粒麦,
砂糖,でんぷん

鶏肉,たまご,油揚げ,鶏成鶏肉
胸(皮なし),牛乳

793 32.6 23.3

6 火

スパゲティーミートソース
パリパリサラダ
果物（冷凍みかん）
牛乳

スパゲッテイ,オリーブ油,油,
赤ざらめ,ワンタンの皮,揚げ
油,砂糖

豚ひき肉,大豆ミート,粉チー
ズ,牛乳

807 34.3 25.7

7 水

タッカルビ丼
わかめスープ
グレープゼリー
牛乳

学校給食用無洗米,米粒麦,
砂糖,炒め油,もち,でんぷん,白
ごま,ごま油

鶏肉,豆腐,生わかめ,アガー,
牛乳

848 31.4 23.3

8 木

ガーリックフランス
ブラウンシチュー
フレンチサラダ
牛乳

ソフトフランスパン60ｇ,ソフト
マーガリン,炒め油,じゃがいも,
小麦粉,ひまわり油,バター,赤
ざらめ,生クリーム,砂糖

鶏肉,大豆(国産､ゆで）,粉
チーズ,牛乳

802 27.2 39.4

9 金

わかめきびご飯
鮭の塩焼き
味噌汁
お月見団子(みたらし）
牛乳

学校給食用無洗米,きび,じゃ
がいも,白玉団子,砂糖,でんぷ
ん

炊き込みわかめ,塩鮭60g,油
揚げ,生わかめ,白みそ(辛),赤
みそ(辛),牛乳

745 31.9 18.0

12 月

中華おこわ
鶏の唐揚げ
春雨のス－プ
牛乳

学校給食用無洗米,もち米(無
洗米),炒め油,ごま油,でんぷ
ん,揚げ油,緑豆春雨(乾)

豚肉,鶏もも肉30g,鶏肉,豆腐,
牛乳

808 33.3 33.9

13 火

ショートニングパン
いちごジャム
かぼちゃのグラタン
ミネストロ－ネス－プ
牛乳

ショートニングパン60ｇ,いちご
ジャム(低糖度)20ｇ,炒め油,マ
カロニ,小麦粉,ひまわり油,バ
ター,生クリーム,ソフトパン粉,
じゃがいも

鶏肉,調理用牛乳,粉チーズ,
ベーコン,牛乳

793 27.1 34.2

14 水

ご飯
豆腐の和風カレー煮
華風きゅうり
杏仁豆腐　（カップ）
牛乳

学校給食用無洗米,米粒麦,
油,じゃがいも,砂糖,でんぷん,
ごま油,白ごま

冷凍豆腐,豚肉,アガー,調理
用牛乳,ｸﾘ-ﾑ(乳脂肪･植物性
脂肪）,牛乳

764 27.6 20.5

15 木

味噌ラーメン（いため味噌）
スイートポテト
牛乳

むし中華めん,ごま油,炒め油,
油,白ごま,さつまいも,砂糖,バ
ター,生クリーム

鶏ひき肉,赤みそ(辛),白みそ
(辛),調理用牛乳,牛乳

818 27.6 25.5

16 金

炊き込みご飯
ぶりの照り焼き
味噌汁
牛乳

学校給食用無洗米,もち米(無
洗米),砂糖,じゃがいも

鶏肉,大豆(国産､ゆで）,油揚
げ,ぶり60g,豆腐,生わかめ,白
みそ(辛),赤みそ(辛),牛乳

767 35.6 26.1

20 火

ご飯
オーロラチキン
コールスローサラダ⑤
牛乳

学校給食用無洗米,米粒麦,で
んぷん,揚げ油,じゃがいも,三
温糖,砂糖,ひまわり油

鶏肉,赤みそ(辛),牛乳 820 23.7 25.7

21 水

冷やしごまだれうどん
ポテトのチーズ焼き
牛乳

冷凍うどん,ごま油,砂糖,白ご
ま,練りごま,炒め油,じゃがい
も

鶏肉,ベーコン,ピザチーズ,牛
乳

791 33.8 29.7

22 木

ご飯
そぼろふりかけ
さばのみそ煮
けんちん汁
牛乳

学校給食用無洗米,米粒麦,
砂糖,炒め油,じゃがいも

豚ひき肉,高野豆腐粉末,さば
60g,赤みそ(甘),白みそ(甘),豆
腐,油揚げ,牛乳

793 34.4 25.7

26 月

麻婆豆腐丼
かみかみサラダ
冷凍パイン
牛乳

学校給食用無洗米,米粒麦,
油,砂糖,ごま油,でんぷん,ひま
わり油

冷凍豆腐,豚ひき肉,赤みそ
(辛),ちりめんじゃこ,牛乳

782 30.0 25.5

27 火

黒砂糖パン
魚のレモン風味
コーンチャウダー
牛乳

黒コッペパン60g,でんぷん,揚
げ油,砂糖,油,じゃがいも,生ク
リーム,小麦粉,バター

ホキ60g,鶏肉,調理用牛乳,豆
乳,牛乳

741 33.5 30.3

28 水

ゆかりご飯
高野豆腐入り卵焼き
肉じゃが
牛乳

学校給食用無洗米,米粒麦,
炒め油,じゃがいも,砂糖

高野豆腐,鶏ひき肉,たまご,豚
肩ロース,さつま揚げ,牛乳

787 31.8 22.4

※　学校行事等の関係で献立を変更することがあります。

※　サラダは加熱した野菜を使用しています。

令和４年９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,さやいんげん,ごぼう,長
葱,こんにゃく,大根,小松菜

きゅうり,りょくとうもやし,人参,
キャベツ

主に体の調子を
整えるもの

にんにく,玉葱,ボイルトマト,な
す,ズッキーニ,かぼちゃ,きゅう

り,人参,枝豆,キャベツ

玉葱,小松菜,人参,キャベツ,梨
Ｌ

玉葱,人参,にんにく,生姜,セロ
リー,マッシュルーム水煮,ボイ
ルトマト,キャベツ,きゅうり,ブ
ロッコリー,粒コーン缶,冷凍み

かん

生姜,にんにく,白菜キムチ,人
参,キャベツ,長葱,にら,玉葱,小

松菜

にんにく,人参,玉葱,エリンギ,ト
マトピューレ,きゅうり,もやし,粒

コーン缶

長葱,大根,ぶなしめじ,小松菜,
糸こんにゃく

人参,たけのこ水煮,干し椎茸,
生姜,にんにく,玉葱,チンゲンサ

イ

玉葱,マッシュルーム水煮,か
ぼちゃ,人参,ボイルトマト

にんにく,生姜,玉葱,人参,もや
し,チンゲンサイ,きゅうり,唐辛

子,みかん缶

日
曜
日 献　　立

エネルギー
(kcal)

30.8796

区分

人参,干し椎茸,しめじ,生姜,長
葱,冬瓜,えのきたけ,小松菜,糸

こんにゃく

生姜,ピーマン,人参,玉葱,たけ
のこ水煮,にんにく,きゅうり,
キャベツ,粒コーン缶

にんにく,生姜,人参,長葱,にら,
干し椎茸,たけのこ水煮,切干し
大根,もやし,キャベツ,冷凍パイ

ン

生姜,レモン(果汁､生),セロ
リー,玉葱,人参,粒コーン缶

ゆかり,人参,長葱,冷凍グリン
ピース,糸こんにゃく,玉葱,さや

いんげん

にんにく,生姜,玉葱,人参,キャ
ベツ,りょくとうもやし,にら,粒

コーン缶,長葱

９月分平均

板橋区学校給食摂取基準

たんぱく質
(g)

31.0820


