
ｴﾈﾙｷﾞｰ 蛋白質 脂質

(kcal) (g) (g)

1 火
四川豆腐丼
トックスープ　　牛乳

737 27.6 18.7

2 水

【節分献立】
節分ご飯
厚焼き卵　　いわしつみれ汁　　牛乳

782 35.4 27.3

3 木
ビスキュイパン　　　　牛乳
ミネストローネ　　果物(かんきつ系予定)

774 26.7 26.9

4 金

麦ごはん　人参ふりかけ
魚の竜田揚げ
野菜の甘酢漬け　　なめこ汁　　牛乳

742 29.7 14.6

7 月

🌼リクエスト給食1日目🌼
キムチ炒飯
ワンタンスープ
わかめと胡瓜の酢の物　　牛乳

730 27.0 22.2

8 火

🌼リクエスト給食2日目🌼
ガーリックフランス
冬野菜のポトフ
チップスサラダ　　アップルジュース

780 19.9 28.3

9 水

🌼リクエスト給食3日目🌼
みそラーメン
華風きゅうり　　サイダーポンチ　　牛乳

779 27.9 27.5

10 木

【初午献立】
こぎつねご飯
魚の照り焼き　　かきたま汁　　牛乳

758 39.0 22.8

11 金

14 月
スパゲッティミートソース
グリーンサラダ　　ティラミス　　牛乳

850 32.7 38.8

15 火

麦ご飯　じゃこふりかけ
揚げ魚のみそソースがけ
糸寒天の和風和え　　けんちん汁　　牛乳

796 32.6 20.8

16 水
プルコギ丼
中華風コーンスープ　　牛乳

767 27.9 18

17 木

ミートカレードッグ
冬野菜のクリームスープ
くだもの(みかん予定)　　牛乳

783 32.5 30.2

18 金

【受験生応援献立】
みそカツ丼
お麩入りすまし汁　　牛乳

813 30.6 23.0

21 月

麦ご飯　　豚肉のしょうが焼き
白菜の塩昆布和え　
大根のみそ汁　　牛乳

809 33.3 22.2

22 火

【埼玉県の郷土料理】
かてめし
ゼリーフライ　　沢煮椀　　牛乳

762 27.5 23.2

23 水

24 木

25 金

28 月

【学期末考査3日目】
あんかけ焼きそば
ガーリックポテト　　　牛乳

717 30.8 21.9

●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

無洗米  押麦  ごま油 
ウェーブワンタン

砂糖　白ごま
 バター  炒め油

豚肉  鶏肉  なると 
 生わかめ  ツナ油漬  牛乳

生姜  にんにく  玉葱  人参 
 

筍  干し椎茸  白菜キムチ 
 ピーマン  えのきたけ 

 もやし  長葱 
 小松菜  きゅうり

建国記念日

天皇誕生日

 板橋区立板橋第三中学校

日
曜
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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

31.0

２月平均 774 30.1

なるもの つくるもの 整えるもの

ソフトフランスパン  バター 
 マーガリン  炒め油 
 じゃがいも  揚げ油 

 砂糖  油

豚肉  ウィンナー

スパゲッテイ  オリーブ油 
 炒め油  赤ざらめ  油 
 バター  薄力粉  砂糖 

 生クリーム  タルトカップ

豚ひき肉  大豆  粉チーズ 
 

粉寒天 
 クリームチーズ  牛乳

玉葱  人参  マッシュルーム 
 パセリ  トマト  キャベツ 
にんにく　生姜　セロリ
 きゅうり  ブロッコリー 

 もやし  レモン果汁

コッぺパン  炒め油  小麦粉 
 ソフトパン粉  じゃがいも 

 シェルマカロニ  生クリーム 
 薄力粉  バター  油

豚ひき肉  大豆  粉チーズ 
 鶏肉  調理用牛乳  牛乳

にんにく  生姜   人参
 マッシュルーム 

 えのき　みかん予定 
 かぶ　しめじ

むし中華麺  ごま油 
 

炒め油  ラード  三温糖 
 練りごま  でんぷん  砂糖

板橋区中学校給食摂取基準 772～888

●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。

無洗米  米粒麦  炒め油 
 砂糖  でんぷん  ごま油 

 白ごま  さつまいも

豚肉  塩昆布  油揚げ 
 

白みそ(辛)  赤みそ(辛)
  牛乳

生姜  玉葱  もやし 
 

人参  にら  キャベツ 
 白菜  小松菜  大根  長葱

無洗米  もち米
  炒め油  砂糖  揚げ油 
 じゃがいも  薄力粉 

 
ソフトパン粉

鶏肉  油揚げ  刻み昆布 
 

高野豆腐  豚ひき肉 
 おから  たまご 

 調理用牛乳  牛乳

生姜  ごぼう  人参 
 さやいんげん  玉葱  大根 

 
えのきたけ  筍  干し椎茸 

 長葱  小松菜

※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。

むし中華麺  ごま油 
 

炒め油  砂糖  でんぷん 
 揚げ油  じゃがいも

豚肉  むきえび  いか短冊 
 うずら卵水煮  牛乳

  人参  筍  干し椎茸  キャベツ 
生姜　にんにく　玉葱

 きくらげ  チンゲンサイ

たん白質(g)区　　分 エネルギー(kcal)

無洗米  押麦  炒め油 
 

はちみつ  砂糖 
 

ごま油  でんぷん  白ごま

豚肉  鶏肉 
 

たまご  牛乳

にんにく  生姜  玉葱  人参
 筍  もやし  長葱  にら 
 ピーマン  黄パプリカ 

 赤パプリカ  クリームコーン缶 
 粒コーン缶  小松菜

学年末考査1日目

学年末考査2日目

無洗米  米粒麦  揚げ油 
 薄力粉  生パン粉 

 ソフトパン粉  ごま油 
 

三温糖  白ごま  生麩

豚ロース肉 鶏肉  たまご 
 赤みそ(甘)  絹ごし豆腐 

 生わかめ  牛乳

にんにく  キャベツ 
 

大根  人参 
 

えのきたけ  長葱

生姜  人参  ごぼう 
 

さやいんげん  玉葱  きくらげ 
 

えのき  長葱  ほうれんそう

無洗米  もち米(無洗米) 
 

炒め油  三温糖  でんぷん

鶏肉  油揚げ  鮭 
 豆腐  たまご  牛乳

ちりめんじゃこ  花かつお 
 刻み昆布  ホキ  白みそ(甘) 
 糸寒天  油揚げ  豆腐  牛乳

にんにく  パセリ  生姜 
 玉葱  人参  かぶ  キャベツ 
セロリ　きゅうり　もやし
粒コーン　りんごジュース

 白菜  ブロッコリー

生姜  キャベツ  きゅうり 
 

人参  枝豆  玉葱  大根 
 こんにゃく  長葱  小松菜

  砂糖  揚げ油  でんぷん 
無洗米　米粒麦　白ごま

 薄力粉  三温糖 
 

アーモンド  油  里芋

豚ひき肉  板なしかまぼこ 
 うずら卵水煮  赤みそ(辛) 

 白みそ(辛)  牛乳

人参  玉葱  もやし  白菜 
 長葱  粒コーン缶  にら 

パイン缶　みかん缶
きゅうり　黄桃缶

 にんにく  生姜  セロリー

無洗米  押麦  炒め油 
 

砂糖  ごま油 
 でんぷん  トック

豚肉  冷凍豆腐  鶏肉
 生わかめ  牛乳

にんにく  生姜  玉葱  人参 
 筍  干し椎茸  白菜  長葱 

 チンゲンサイ 
 

えのき  もやし

無洗米  米粒麦  揚げ油 
 でんぷん  三温糖 
 白ごま  炒め油

大豆  鶏ひき肉  ひじき 
 絞り豆腐  たまご 

 
いわしつみれ  白みそ(辛)

  赤みそ(辛)  牛乳

人参  干し椎茸  みつば
  生姜  大根  えのきたけ 

 白菜  長葱  小松菜

丸パン　あんずジャム 
アーモンド　オリーブ油

じゃが芋　シェルマカロニ
コーンスターチ

 バター  砂糖  薄力粉

たまご  豚肉  ベーコン 
 

大豆  ひよこ豆  牛乳

にんにく  玉葱  人参 
 セロリー  パセリ 

 
トマト  かんきつ予定

無洗米  米粒麦  砂糖 
 白ごま  揚げ油 

 でんぷん

  メルルーサ  油揚げ 
ちりめんじゃこ

 絹ごし豆腐  生わかめ 
 

白みそ(辛)  赤みそ(辛)  牛乳

人参  生姜  大根 
 きゅうり  玉葱  もやし 

 
えのきたけ  なめこ  長葱

令和４年 ２月献立表
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