
ｴﾈﾙｷﾞｰ たんぱく質 脂質

(kcal) (g) (g)

10 月

11 火

12 水
チーズカレーライス
コーンサラダ　　牛乳

849 25.8 27.7

13 木

【鏡開き献立】
五目おこわ　　魚のかりんとうがらめ
七草汁　　白玉ぜんざい　　牛乳

815 34.3 17.6

14 金

きな粉クリームサンド
冬野菜のトマトシチュー
果物(かんきつ予定)　　　牛乳

787 26.7 31.6

17 月

【沖縄県の郷土料理】
ソーキうどん
サーターアンダギー　　牛乳

808 29.9 29.4

18 火

【北海道の郷土料理】
とうもろこしご飯
鮭のちゃんちゃん焼き
どさんこ汁　　牛乳

755 36.1 20.9

19 水

【東京都の郷土料理・板橋区産長ネギ使用】
深川めし
ふろふき大根　　塩ちゃんこ煮　　牛乳

771 32.8 23.6

20 木

【長崎県の郷土料理】
長崎ちゃんぽん
中華風カステラ　　果物(いちご予定)　　牛乳

791 30.4 33.4

21 金

【宮崎県の郷土料理】
麦ごはん　　チキン南蛮
大根の華風和え　　根菜汁　　牛乳

812 27.4 29.5

24 月
ごまご飯　　照り焼き豆腐ハンバーグ
ハリハリ漬け　かぶのみそ汁　　牛乳

781 29.5 24.8

25 火

【9年生受験応援献立】
きつね力うどん
桜エビ入りお好み揚げ　　牛乳

810 29.8 25.2

26 水
チリビーンズライス
花野菜サラダ　　牛乳

811 30.8 22.7

27 木
あんかけ炒飯
中華サラダ　　牛乳

701 23.6 21.6

28 金

麦ご飯　　じゃこのカレーふりかけ
魚のピリ辛ソース　　野菜のネギソース和え
呉汁　　牛乳

809 34.6 23.6

31 月

麦ご飯
豚肉と生揚げのすきやき風煮　　青菜のお浸し
すりおろしりんごゼリー　牛乳

815 31.2 20.8

無洗米　米粒麦
黒ごま　炒め油　生パン粉
砂糖　でんぷん　ごま油

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　砂糖

豚肉　ピザチーズ　牛乳

にんにく　生姜　セロリー
人参　ﾄﾏﾄ　りんご
キャベツ　きゅうり
粒コーン缶　玉葱

無洗米　米粒麦
三温糖　でんぷん　炒め油

あさりむきみ　油揚げ
刻みのり　白みそ(甘)
豚肉　鶏肉　絞り豆腐
　木綿豆腐　　牛乳

生姜　大根　長葱
にんにく　人参　しめじ
キャベツ　もやし　にら

むし中華麺　ごま油
ラード　でんぷん　三温糖

生クリーム　薄力粉
コーンスターチ　油

豚肉　なると　いか
むきえび　調理用牛乳

たまご　牛乳

無洗米　もち米　炒め油
砂糖　揚げ油　でんぷん

アーモンドダイス　白玉団子

鶏肉　大豆　ひじき
油揚げ　モウカザメ

小豆　牛乳

 板橋区立板橋第三中学校
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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

●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

白玉団子　砂糖
冷凍うどん　油　揚げ油

炒め油　薄力粉

油揚げ　鶏肉　豚ひき肉
さきいか　さくらえび
たまご　調理用牛乳

あおのり　牛乳

生姜　大根　人参　玉葱
干し椎茸　白菜

長葱　小松菜　キャベツ

無洗米　米粒麦　炒め油
三温糖　ごま油　でんぷん

砂糖

豚肉　生揚げ
花かつお　牛乳

生姜　人参　しめじ
長葱　しらたき　ほうれん走

冷凍さやいんげん
りんごジュース　もやし
すりおろしりんご　白菜

焼き豚　なると
油揚げ　牛乳

にんにく　生姜　長葱
粒コーン缶　玉葱　人参

たけのこ　干し椎茸　もやし
白菜　万能ねぎ　きゅうり

ちりめんじゃこ　ホキ
海草ミックス　油揚げ
豆腐　調製豆乳　大豆

白みそ(辛)　牛乳

区　　分 エネルギー(kcal)

●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。

31.0

１月平均 794 30.2

無洗米　米粒麦　揚げ油
でんぷん　砂糖　マヨネーズ
ごま油　炒め油　じゃがいも

鶏肉　たまご
調理用牛乳

油揚げ　牛乳

生姜　玉葱　パセリ
きゅうり　大根　ごぼう

人参　干し椎茸　こんにゃく
しめじ　白菜
長葱　小松菜

玉葱　にんにく　もやし
きゅうり　人参　キャベツ
長葱　生姜　大根　小松菜

無洗米　米粒麦　炒め油
砂糖　白ごま　揚げ油

でんぷん　小麦粉　ごま油

無洗米　米粒麦　炒め油
砂糖　コーンスターチ

じゃがいも　油

豚ひき肉　大豆
ひよこ豆　粉チーズ　牛乳

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　ブロッコリー
カリフラワー

無洗米　米粒麦　ごま油
バター　炒め油　でんぷん
三温糖　普通春雨　白ごま

板橋区中学校給食摂取基準 772～888

たんぱく質(g)

成人の日

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

いちご予定

豚肉　鶏肉　絞り豆腐
たまご　牛乳　刻み昆布
油揚げ　白みそ　赤みそ

※日本食品成表(文部科学省)の改定に伴い、板橋区学校給食接種基準の運用を見直しております。

生姜　人参　たけのこ水煮
こんにゃく　干し椎茸
さやいんげん　大根

かぶ　えのきたけ　せり
だいこん葉　かぶ(葉)

無洗米　もち米　バター
砂糖　炒め油　じゃがいも

鮭　白みそ(辛)
ピザチーズ　豚肉
生わかめ　牛乳

粒コーン缶　生姜　玉葱
キャベツ　人参　もやし

にんにく　長葱

コッぺパン　三温糖
はちみつ　マーガリン
じゃがいも　薄力粉

油　バター　生クリーム

きな粉　調理用牛乳
鶏肉　白いんげん豆　牛乳

にんにく　玉葱　人参
マッシュルーム

ブロッコリー　ﾄﾏﾄ
セロリー　柑橘予定

始業式(給食なし)

三温糖　冷凍細うどん
油　揚げ油　薄力粉

ラード　黒砂糖

豚肉　板なしかまぼこ
油揚げ　たまご　調理用牛乳

調製豆乳　牛乳

人参　玉葱　干し椎茸
長葱　小松菜

玉葱　人参　切干し大根
大豆もやし　きゅうり

かぶ　えのきたけ
長葱　かぶ(葉)
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