
ｴﾈﾙｷﾞｰ 蛋白質 脂肪

(kcal) (g) (g)

1 木

2 金

【期末考査3日目】
スタミナサラダうどん　　牛乳
たこぺったん　　くだもの(さくらんぼ予定)

774 34.1 24.6

5 月
２種フランス　　コーンクリームスープ
イタリアンサラダ　　牛乳

838 25.5 39.4

6 火

麦ごはん　　そぼろふりかけ
魚のゆずみそ焼き　　牛乳
野菜のネギソース和え　　冬瓜とみょうがのすまし汁

824 32.2 25.6

7 水
天の川スパゲッティ
ガーリックポテト　　七夕ポンチ　　牛乳

837 28.7 21.9

8 木
豚キムチ丼　　ワンタンスープ
くだもの(小玉スイカ予定)　　牛乳

812 27.9 19.4

9 金

【とれたて村“じゃが芋”活用献立】
麦ごはん　　鮭ふりかけ
冬瓜とじゃが芋のそぼろ煮　　　牛乳
海藻の和風和え　　くだもの(冷凍みかん予定)

828 25.6 23.2

12 月
あんかけ炒飯　　ピリ辛きゅうり
杏仁ゼリー　　牛乳

737 22.6 20.9

13 火

【長崎県の郷土料理】
長崎ちゃんぽん
春巻き　　くだもの(メロン予定)　　牛乳

831 33.7 25.4

14 水

ミートカレードッグ
さっぱりポトフ
ツナ入り海藻サラダ　　牛乳

799 37.8 30.2

15 木

麦ごはん　　ひじきふりかけ
魚のかりんとうがらめ　　　牛乳
茎わかめの和風和え　　夏野菜のみそ汁

831 32.8 18.9

16 金

【沖縄県の郷土料理】
タコライス　　もずくのすまし汁
くだもの(冷凍パイン予定)　　牛乳

813 30.5 21.4

19 月
うなぎの夏ちらし　　冬瓜のすまし汁
あしたばチーズケーキ　　牛乳

856 25.7 30.7

20 火
夏野菜カレーライス
ごまドレサラダ　　ジョア

826 18.1 22.4

※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

1 水

2 木
チリビーンズライス
チップスサラダ　　くだもの(ぶどう予定)　　牛乳

853 30.3 21.5

3 金

麦ごはん　ピリ辛ふりかけ
肉じゃが　　じゃこの和風和え
オレンジゼリー　　牛乳

853 29.1 19
無洗米　米粒麦　ごま油
白ごま　砂糖　炒め油
じゃがいも　三温糖　油

にんにく　人参　玉葱
しらたき　さやいんげん

もやし　キャベツ　粒コーン缶
　オレンジジュース　みかん缶

刻みのり　花かつお　豚肉
海草ミックス
ちりめんじゃこ
粉寒天　牛乳

豚肉　大豆　高野豆腐
さば　白みそ(辛)
海草ミックス　鶏肉
豆腐　生わかめ　牛乳

生姜　にんにく　人参
干し椎茸　ゆず果汁　もやし
きゅうり　キャベツ　長葱
冬瓜　たけのこ　みょうが

無洗米　米粒麦　三温糖
揚げ油　でんぷん　砂糖

アーモンドダイス
ごま油　じゃがいも

無洗米　米粒麦
炒め油　砂糖

豚ひき肉　大豆
粉チーズ　もずく
　豆腐　牛乳

にんにく　玉葱　セロリー
トマト　キャベツ　レタス
人参　えのき　たけのこ

干し椎茸　長葱
ほうれんそう　パイン予定

ちりめんじゃこ　花かつお
ひじき　ホキ　くきわかめ

油揚げ　白みそ(辛)
赤みそ(辛)　牛乳

キャベツ　もやし
きゅうり　玉ねぎ
粒コーン缶　人参

かぼちゃ　さやいんげん

板橋区中学校給食摂取基準 830

無洗米　押麦　炒め油
揚げ油　じゃがいも　小麦粉

バター　油　赤ざらめ
生クリーム　砂糖　練りごま

白すりごま　白ごま

豚肉　ジョア

にんにく　生姜　セロリー
玉葱　トマト　なす

かぼちゃ　キャベツ　人参
もやし　りんご(調理用)
さやいんげん　きゅうり

【期末考査2日目】(給食なし)

　無洗米　米粒麦　炒め油
砂糖　コーンスターチ
揚げ油　じゃがいも　油

にんにく　生姜　セロリー
玉葱　人参　マッシュルーム
枝豆　トマト　キャベツ

きゅうり　もやし　ぶどう予定

豚肉　大豆　ひよこ豆
粉チーズ　牛乳

【始　業　式】　(給食なし)

無洗米　押麦　炒め油
砂糖　ごま油　でんぷん

ウェーブワンタン

豚ロース　八丁みそ
鶏肉　なると　牛乳

にんにく　生姜　玉葱　白菜
人参　たけのこ　長葱

白菜キムチ　にら　えのき
もやし　チンゲンサイ

すいか予定

無洗米　米粒麦　白ごま
炒め油　揚げ油　じゃが芋
三温糖　でんぷん　油　砂糖

うどん　油　ごま油
砂糖　揚げ油

やまといも　薄力粉

豚肉　はんぺん
むきえび　たこ

たまご　あおのり　牛乳

ちりめんじゃこ　さけフレー
ク

焼きのり　豚肉
海草ミックス　牛乳

生姜　玉葱　人参
たけのこ　もやし　キャベツ

干し椎茸　冬瓜
グリンピース　粒コーン缶
　きゅうり　みかん予定

フランスパン　バター
マーガリン　メープルシロッ

プ
はちみつ　オリーブ油
じゃが芋　生クリーム

コーンスターチ　油　三温糖

鶏肉　調理用牛乳
ベーコン　牛乳

にんにく　パセリ　玉葱
人参　白菜　粒コーン缶

クリームコーン缶　キャベツ
きゅうり　レタス

キャベツ　もやし　人参
きゅうり　さやいんげん

生姜　にんにく
長葱　さくらんぼ予定

スパゲッテイ　ごま油
砂糖　でんぷん　白すりごま

揚げ油　じゃがいも
鶏肉　麺かまぼこ　牛乳

人参　キャベツ　もやし
きゅうり　オクラ　黄桃缶

パイン缶　みかん缶

無洗米　米粒麦　ごま油
砂糖　白ごま

三温糖　でんぷん

32.8

７月平均 816 28.9

たん白質(g)区　　分 エネルギー(kcal)

コッぺパン　炒め油　小麦粉
ソフトパン粉　じゃがいも

砂糖　油

豚ひき肉　大豆　粉チーズ
豚肉　ウィンナー
海草ミックス
ツナ油漬　牛乳

にんにく　人参　玉葱
マッシュルーム　生姜
ズッキーニ　キャベツ
ブロッコリー　セロリー
もやし　きゅうり　枝豆

無洗米　米粒麦　ごま油
バター　炒め油

でんぷん　砂糖　生クリーム

焼き豚　なると　粉寒天
調理用牛乳　牛乳

にんにく　生姜　長葱
粒コーン缶　玉葱　人参
たけのこ水煮　干し椎茸
もやし　白菜　万能ねぎ
きゅうり　みかん缶
パイン缶　黄桃缶

むし中華麺　ごま油　ラード
揚げ油　緑豆春雨　砂糖

でんぷん　春巻きの皮　小麦
粉

豚肉　なると　いか
むきえび　調理用牛乳
豚骨　豚肉　牛乳

生姜　にんにく　玉葱　人参
もやし　キャベツ　長葱
粒コーン缶　さやえんどう

セロリー　たけのこ
干し椎茸　メロン予定

無洗米　砂糖　三温糖
薄力粉　生クリーム

粉砂糖

油揚げ　うなぎ　あなご
豆腐　クリームチーズ
たまご　調製豆乳　牛乳

かんぴょう　たけのこ
人参　れんこん　干し椎茸

枝豆　冬瓜　えのき
干し椎茸　長葱　小松菜
あしたば粉末　レモン果汁

                                                                                                                                    板橋区立板橋第三中学校
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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

令和３年度 ７月献立表

令和元年 ９月献立表(第1週のみ)
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