
★チキンカレーライス 811 kcal

フレンチサラダ 23.8 ｇ

釜で炊いた五目ご飯 778 kcal

卵焼き 34.1 ｇ

豚汁

麦ご飯　　ひじきふりかけ 781 kcal

さばの文化干し 30.4 ｇ

海藻サラダ
かきたま汁

★スタミナサラダうどん 751 kcal

みそポテト（埼玉） 28.4 ｇ

★キムチチャーハン 844 kcal

ワンタンスープ 28.9 ｇ

開口笑(かいこうしょう)

芋栗ご飯 778 kcal

ニギスの磯辺揚げ 31.8 ｇ

菊花和え　　けんちん汁
くだもの

里芋ご飯 782 kcal

鮭の塩焼き 39.8 ｇ

呉汁
お月見だんご
ちりめん山椒ご飯 757 kcal

さわらの西京焼き 39.3 ｇ

湯葉入りすまし汁

ハヤシライス 801 kcal

パリパリサラダ 23.4 ｇ

スパゲティーあけぼのソースがけ 798 kcal

イタリアンサラダ 27.8 ｇ

スイートパンプキン

はちみつレモントースト 802 kcal

小松菜とツナのサラダ 28.0 ｇ

ポークビーンズ
りんごゼリー
麦ご飯 833 kcal

魚のピリ辛焼き 35.7 ｇ

ひじきの旨煮
さつま汁
コロッケバーガー 825 kcal

ミネストローネ 30.7 ｇ

くだもの

麻婆豆腐丼 846 kcal

糸寒天入りサラダ 29.9 ｇ

白ごまプリン

麦ご飯 799 kcal

小松菜のふりかけ 32.3 ｇ

生揚げの吹き寄せ煮
切り干し大根のピリ辛和え
ガーリックフランス 766 kcal

彩りサラダ 29.6 ｇ

クラムチャウダー

親子丼 759 kcal

カリカリ油揚げのサラダ 27.9 ｇ

麦ご飯 848 kcal

ヤンニョムチキン 29.6 ｇ

ナムル
トックスープ
五目あんかけ焼きそば 783 kcal

大豆とポテトのガーリック揚げ 34.6 ｇ

アセロラゼリー
30

牛乳,豚肉,いか,えび,
かまぼこ,うずら卵,

大豆,アガー

むし中華めん,油,
ごま油,でんぷん,

じゃがいも,揚げ油,砂糖

生姜,にんにく,玉葱,干し椎茸,
たけのこ水煮,人参,キャベツ,

ぶなしめじ,もやし,チンゲンサイ,
アセロラジュース

ｴﾈﾙｷﾞｰ

主に体の調子を
整えるもの たんぱく質

にんにく,もやし,キャベツ,長葱,
生姜,唐辛子,干し椎茸,人参,大根,

小松菜,ぶなしめじ

献立
牛
乳

材　　料　　名
主に体の組織を
つくるもの

主にエネルギー
となるもの

玉葱,人参,糸こんにゃく,干し椎茸,
わけぎ,きゅうり,キャベツ,小松菜

令和４年　9月分献立表
板橋区立上板橋第一中学校

日 月

生姜,人参,長葱,たけのこ水煮,
エリンギ,にら,キャベツ,もやし,

小松菜,玉葱

26
牛乳,ちりめんじゃこ,
鶏肉,冷凍生揚げ

学校給食用米,押麦,油,
白ごま,三温糖,でんぷん,

砂糖,ごま油

小松菜,生姜,人参,玉葱,干し椎茸,
たけのこ水煮,こんにゃく,

さやいんげん,切干し大根,もやし

27
牛乳,ツナ油漬,あさり,
ほたて,ベーコン,大豆,

調理用牛乳

ソフトフランスパン,
バター,オリーブ油,砂糖,
じゃがいも,小麦粉,油,

生クリーム

にんにく,キャベツ,小松菜,
コーン缶,人参,ブロッコリー,

レモン,セロリー,玉葱

金 ○

22

牛乳,冷凍豆腐,豚ひき肉,
大豆,八丁みそ,みそ,

生わかめ,糸寒天,アガー,
調理用牛乳

学校給食用米,押麦,
三温糖,ごま油,でんぷん,

白ごま,砂糖,油,
生クリーム,練りごま

28
牛乳,鶏肉,たまご,

油揚げ
学校給食用米,押麦,油,
砂糖,でんぷん,ごま油

29 木 ○
味めぐりツアー

韓国

21
牛乳,豚ひき肉,たまご,
豚肉,ベーコン,大豆,

粉チーズ

ミルクパン,油,
じゃがいも,

乾燥マッシュポテト,
薄力粉,パン粉,,揚げ油,

シェルマカロニ

牛乳,鶏肉,みそ,たまご

学校給食用米,押麦,
でんぷん,揚げ油,ごま油,
三温糖,はちみつ,白ごま,

砂糖,油,トック

水 ○

20
牛乳,さば,ひじき,

さつま揚げ,大豆,豚肉,
豆腐,油揚げ,みそ

学校給食用米,押麦,
三温糖,ごま油,白ごま,
油,砂糖,さつまいも

玉葱,人参,ぶなしめじ,エリンギ,
キャベツ,きゅうり,コーン缶,

にんにく,かぼちゃ

火 ○貧血予防メニュー

16
牛乳,ツナ油漬,豚肉,

大豆,アガー

レモン,キャベツ,小松菜,にんにく,
生姜,玉葱,人参,トマトピューレ,

りんごジュース

にんにく,生姜,長葱,人参,
糸こんにゃく,大根,こんにゃく,

ごぼう,椎茸

玉葱,人参,キャベツ,にんにく,
生姜,セロリー,かぶ,ボイルトマト,

りんご

月 ○貧血予防メニュー

13
牛乳,ちりめんじゃこ,
さわら,みそ,鶏肉,豆腐,

湯葉,たまご

15
牛乳,豚肉,ベーコン,

スキムミルク,
ピザチーズ,たまご

スパゲッティー,
オリーブ油,小麦粉,

バター,油,生クリーム,
砂糖,さつまいも

木 ○

火 ○

牛乳,豚肉

学校給食用米,押麦,油,
じゃがいも,ざらめ,
バター,薄力粉,

生クリーム,はちみつ,
ワンタンの皮,揚げ油

学校給食用米,押麦,
里芋,三温糖,油,白玉粉,

砂糖

人参,さやいんげん,大根,小松菜,
こんにゃく,えのきたけ

水 ○

まごわやさしい献立

食パン,バター,はちみつ,
油,砂糖,じゃがいも,

薄力粉

学校給食用米,押麦,
白ごま,三温糖,でんぷん

たけのこ水煮,人参,長葱,干し椎茸,
小松菜

にんにく,生姜,玉葱,人参,
マッシュルーム水煮,

トマトピューレ,冷凍グリンピー
ス,キャベツ,きゅうり,コーン缶

9
牛乳,油揚げ,ニギス,
あおのり,たまご,鶏肉,

豆腐

学校給食用米,もち米,
さつまいも,むき栗,

小麦粉,でんぷん,揚げ油,
ごま油,里芋

人参,小松菜,えのきたけ,もやし,
菊のり,ごぼう,こんにゃく,大根,

干し椎茸,ぶどう

12
牛乳,鶏肉,さつま揚げ,
鮭,豆腐,大豆,みそ,
絹ごし豆腐,きな粉

14

8
牛乳,豚肉,鶏肉,なると,
うずら卵,おから,たまご,

調理用牛乳

学校給食用米,押麦,
ごま油,ウェーブワンタ

ン
小麦粉,砂糖,油,白ごま,

揚げ油

生姜,白菜キムチ,玉葱,長葱,人参,
にら,もやし,白菜,小松菜

金

○

○

○

○

とれたて村
北海道岩見沢産

かぼちゃ

牛乳,豚肉,みそ
冷凍細うどん,油,砂糖,
白ごま,じゃがいも,

薄力粉,揚げ油,でんぷん

人参,もやし,キャベツ,きゅうり,
生姜,にんにく,長葱

火

水

木

○

○

○

○

7 水

木

金

月

26.9
～41.5

重陽の節句

お月見献立
（10日は十五夜）

味めぐりツアー
京都府

人参,干し椎茸,ごぼう,
たけのこ水煮,さやいんげん,玉葱,
長葱,こんにゃく,大根,えのきたけ,

小松菜

6
牛乳,ひじき,さば,
海草ミックス,鶏肉,

たまご

学校給食用米,押麦,
白ごま,油,三温糖,ごま油,

砂糖,でんぷん

きゅうり,キャベツ,人参,
コーン缶,玉葱,長葱,小松菜,

えのきたけ,干し椎茸

板橋区学校給食摂取基準
772～
888

※食材などの関係で、献立を一部変更する場合があります。
※今月の給食費引き落としは１５日（木）です。

9年1組3組
リクエストメニュー

5組、8年3組
リクエストメニュー

防災給食
（９月１日防災の日）

7年1組2組
リクエストメニュー

5
牛乳,鶏肉,油揚げ,

豚ひき肉,たまご,豚肉,
豆腐,みそ

学校給食用米,白ごま,
砂糖,ごま油,じゃがいも,

油
月

火

○

○

2 牛乳,鶏肉
学校給食用米,押麦,油,
じゃがいも,小麦粉,

バター,砂糖

にんにく,生姜,玉葱,人参,キャベツ,
小松菜,コーン缶金 ○

区分
エネルギー

(kcal)
たんぱく質

(g)

9月分平均 797 30.8

ま：豆

ご：ゴマ

わ：わかめ(海藻)

や：野菜

さ：魚

し：椎茸(きのこ)

い：芋


