
ｴﾈﾙｷﾞｰ 蛋白質 脂肪

(kcal) (g) (g)

3 月

4 火

5 水

6 木
親子丼　　チゲ風みそ汁
くだもの(冷凍みかん予定)　　牛乳

836 32.3 26.9

7 金
ターメリックライスのシーフードソースがけ
海藻サラダ　　牛乳

834 29.4 27.5

10 月

フレンチトースト
鶏肉と大豆のトマト煮
ツナサラダ　　牛乳

816 31.9 34.5

11 火
ひじき炒飯　　じゃんぼ揚げ餃子
中華風卵スープ　　牛乳

814 30.4 30.5

12 水

【高知県の郷土料理・旬の食材“初鰹”】
かつお飯　　野菜の甘酢漬け
わかめのすまし汁　　抹茶ケーキ　　牛乳

817 26.9 20.7

13 木

肉みそあんかけうどん
もちもちじゃが芋
くだもの(冷凍みかん予定)　　牛乳

822 29.1 25.9

14 金

麦ごはん　　ひじきふりかけ
魚の南部焼き
アーモンド和え　　けんちん汁　　牛乳

793 33.7 22.2

17 月

18 火

【中間考査2日目】
塩バターコーンラーメン
さつま芋とじゃこの甘辛
くだもの(冷凍パイン予定)　　牛乳

826 28.4 25.9

19 水
チキンライス　　ほうれん草入りキッシュ
ABCスープ　　牛乳

821 30.0 30.0

20 木

麦ごはん　野沢菜ふりかけ
魚の南蛮漬け
豆豆サラダ　　新玉ねぎのみそ汁　　牛乳

823 32.7 22.2

21 金

ツナドッグ
チリコンカン
くだもの(冷凍みかん予定)　　牛乳

828 31.2 32.0

24 月

カレーピラフ
ポテトのチーズ焼き
野菜スープ　　牛乳

806 24.6 30.1

25 火
コーンご飯　　生揚げと豚肉のすきやき風煮
青菜のお浸し　　すりおろしりんごゼリー　　牛乳

817 31.1 21.0

26 水

【とれたて村“アスパラ”使用献立】
ガーリックフランス
鶏肉とアスパラのブラウンシチュー
糸寒天サラダ　　牛乳

822 27.1 22.1

27 木

麦ごはん　　じゃこふりかけ
鯖の韓国風焼き　　ぜんまい入りナムル
田舎汁　　牛乳

808 33.3 24.9

28 金
あんかけ焼きそば
開口笑　　くだもの(冷凍みかん)　　牛乳

849 33.2 28.1

31 月
麻婆豆腐丼
春雨サラダ　　くだもの(小玉スイカ)　　牛乳

827 28.9 25.6

※給食に関する情報は、板三中のホームページに掲載されています。

　　http://www.ita.ed.jp/edu/ita3jh/2kyuusyokushitsu.html

にんにく　パセリ　玉葱　人参
グリーンアスパラ　トマト
キャベツ　きゅうり　枝豆

無洗米　押麦　炒め油
練りごま　砂糖　ごま油

でんぷん　三温糖
緑豆春雨(乾)　　白ごま

無洗米　米粒麦　白ごま
砂糖　三温糖

ごま油　でんぷん

ちりめんじゃこ　花かつお
刻み昆布　さば

豆腐　油揚げ　牛乳

にんにく　生姜　長葱
ほうれん草　人参　だいずもやし

生ぜんまい　大根　ごぼう
干し椎茸　えのきたけ

白菜　小松菜

こ　　ど　　も　　の　　日

たんぱく質(g)

5月　平均 821 30.2

無洗米　米粒麦　バター
炒め油　じゃがいも
生クリーム　砂糖

オリーブ油　ＡＢＣﾏｶﾛﾆ

鶏肉　　ベーコン
ピザチーズ　　たまご

牛乳

にんにく　人参　玉葱
マッシュルーム　グリンピース
トマト　ほうれんそう　生姜
白菜　小松菜　セロリー

冷凍うどん　油　ごま油
砂糖　白ごま　でんぷん
揚げ油　じゃがいも

豚肉　大豆
赤みそ　牛乳

生姜　にんにく　長葱　玉葱
人参　もやし　たけのこ
干し椎茸　ピーマン

赤ピーマン　冷凍みかん予定

無洗米　米粒麦　炒め油
三温糖　ごま油

砂糖

　豚肉　生揚げ　花かつお
牛乳

※食材の納入状況などにより、献立内容を一部変更する場合があります。
区　　分 エネルギー(kcal)

米　押麦　砂糖
でんぷん　ごま油

三温糖

鶏肉　たまご　油揚げ
生わかめ　白みそ　牛乳

板橋区中学校給食摂取基準 830 32.8

　豚肉　生わかめ
うずら卵水煮

ちりめんじゃこ　　牛乳

むし中華麺　ごま油
炒め油　　バター
揚げ油　さつまいも

でんぷん　三温糖　白ごま

にんにく　生姜　玉葱　人参
キャベツ　粒コーン缶

枝豆　くだもの(パイン予定)

無洗米　米粒麦　三温糖
白ごま　ｱｰﾓﾝﾄﾞﾊﾟｳﾀﾞｰ

砂糖　里芋

ちりめんじゃこ　花かつお
ひじき　鮭　油揚げ

豆腐　　牛乳

キャベツ　ほうれんそう
もやし　人参　大根

こんにゃく　長葱　小松菜

野沢菜(ごま抜き)　長葱　生姜
粒コーン缶　きゅうり

キャベツ　人参　玉葱　小松菜

ちりめんじゃこ　ホキ
ひよこ豆　大豆　油揚げ

豆腐　生わかめ
白みそ(辛)　赤みそ(辛)

牛乳

無洗米　米粒麦　ごま油
白ごま　三温糖　揚げ油
でんぷん　砂糖　油

　フランスパン　バター
マーガリン　ﾒｰﾌﾟﾙｼﾛｯﾌﾟ

はちみつ　炒め油　じゃがいも
小麦粉　油　三温糖

生クリーム

鶏肉　白いんげん
ピザチーズ　　牛乳

粒コーン缶　生姜　人参　しめじ
白菜　長葱　しらたき

さやいんげん　ほうれんそう
もやし　　りんごジュース(加熱)

すりおろしりんご(加熱)

板橋区立板橋第三中学校

日
曜
日 献　　立

材料名 栄養量

主にエネルギーと 主に体の組織を 主に体の調子を

なるもの つくるもの 整えるもの

憲　　法　　記　　念　　日

み　　ど　　り　　の　　日

かつお　生わかめ
たまご　牛乳

生姜　大根　人参　きゅうり
もやし　えのきたけ　たけのこ

干し椎茸　長葱　小松菜

無洗米　押麦　揚げ油
でんぷん　三温糖

白ごま　砂糖　小麦粉
生クリーム　バター　粉砂糖

　豚肉　　むきえび
ベビーホタテ　調理用牛乳

粉チーズ　　牛乳
海草ミックス（乾燥）

にんにく　生姜　玉葱　人参
マッシュルーム　ほうれんそう

セロリー　キャベツ
きゅうり　粒コーン缶

無洗米　押麦　炒め油
バター　油　小麦粉
砂糖　　生クリーム

　食パン　砂糖　バター
オリーブ油　じゃがいも

生クリーム　油

　調理用牛乳　　たまご
鶏肉　大豆　ツナフレーク
海草ミックス（乾燥）　牛乳

にんにく　セロリー　玉葱　人参
キャベツ　ブロッコリー

パセリ　トマト
もやし　きゅうり　枝豆

玉葱　たけのこ　長葱　みつば
生姜　にんにく　人参　大根
白菜キムチ　えのき　白菜

冷凍みかん予定

むし中華麺　ごま油
炒め油　砂糖　でんぷん
揚げ油　薄力粉　三温糖

白ごま

　豚肉,　むきえび　いか
　うずら卵　たまご,
調理用牛乳　牛乳

生姜　にんにく　玉葱　人参
たけのこ水煮　干し椎茸
キャベツ　きくらげ

チンゲンサイ　冷凍みかん予定

　豚ひき肉　冷凍豆腐
八丁みそ　油揚げ　牛乳

にんにく　生姜　人参
玉葱　たけのこ　干し椎茸

長葱　にら　もやし　きゅうり
くだもの(すいか予定)

無洗米　米粒麦　ごま油
炒め油　揚げ油

餃子の皮　でんぷん

　豚ひき肉　ひじき
油揚げ　豆腐

たまご　鶏肉　牛乳

長葱　にんにく　生姜　キャベツ
にら　干し椎茸　人参
えのきたけ　たけのこ
きくらげ　小松菜

無洗米　米粒麦　炒め油
バター　じゃがいも

オリーブ油

　ウィンナー
ピザチーズ

ベーコン　　牛乳

にんにく　生姜　玉葱　人参
粒コーン缶　マッシュルーム
グリンピース　パセリ　えのき

もやし　白菜　小松菜

玉葱　パセリ　マッシュルーム
にんにく　人参　ピーマン

粒コーン缶　トマト　セロリー
くだもの(冷凍みかん予定)

ツナフレーク　豚肉
大豆　ひよこ豆
粉チーズ　　牛乳

　コッぺパン　炒め油
マヨネーズ　オリーブ油

じゃがいも　砂糖

中　　間　　考　　査　　　　　　　　　１　　日　　目

令和３年 ５月献立表


